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補　足　資　料　①

 未就学児の子育てを行っているお父さ
ん、お母さんで、仕事の勤務先が
　◎水戸市以南
　◎いわき市平以北
へ勤務している方で、高萩市の自宅から
公共交通機関又は自動車等で通勤し、助
成金申請時において高萩市に１年以上前
から住民登録をしている市税等の滞納が
ない方。

◎助成額：月額５，０００円限度
　　　　　（年間６０，０００円）
◎助成対象：JR特急料金、高速道路料金
　　　　　　申請月の翌月分から
◎助成金交付時期：９月、３月
　（領収書等を確認し半期ごとに交付
　　する。）

子育て応援通勤費支援経費（新規）

Ｈ２８予算額　３，０００千円 子育て支援課子育て支援グループ（内線３９２）

　子育て世代の通勤にかかる時間を短縮し、少しでも多くの時間を自宅等での子育てに充て、子どもの健全育成及び転出抑制の一助とすることを
目的とし、通勤時間の短縮に係る費用の経済的負担の軽減を図ることで子育てを支援します。

対象者 助成内容

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12047o0tg/EXP=1453530423;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU2EyNGdKVHJlek1vVHdjSHpYWjdmRnN5anhmMU44TUMzUDNwRTBadncyMGR5d3drLVFwX0p0UzVvBHADNkllcTVZdVY2THVLNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDMTAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/**http:/illpop.com/img_illust/car/eco_a02.png


補　足　資　料　②

　●３回実施予定

１　婚活イベントの実施 ２　入会登録料助成

ハッピーサポート事業経費

Ｈ２８予算額　１，３００千円
観光商工課 商工グループ（内線４６２）

企画広報課 地方創生政策室（内線２６１）

　　　　　　　　少子化対策のひとつとして、また定住人口の確保にも資するよう独身男女の出会いの場を創出します。
　　　　　　　　また、成婚実績の多い（一社）いばらき出会いサポートセンターの入会登録料の一部を助成します。

＋

●(一社)いばらき出会いサポートセン
　ター入会登録料10,500円のうち、

　
10,000円を助成

高萩の自然を活かしたツアーを想定

（体験型等を含む）
対象者：40歳未満の男女（市内在住）

出会いの場を創出し、

結婚の希望を実現する

男性：市内在住・在勤者

女性：広域に募集

（県外も可）

高萩
バスで

来市

●３回実施予定

高萩の自然を活かしたツアーを想定

（体験型等を含む）

●（一社）いばらき出会いサポートセンター

入会登録料１０，５００円のうち、

１０，０００円を助成

対象者：４０歳未満の男女（市内在住）



補　足　資　料　③

　【対象者】 次の各号の全てに該当する保護者

①平成28年４月１日以後に生まれた、第３子以降の子ども（対象児）を養育し、対象

　児の出生日前１年以上高萩市に住民登録をしていること。また、対象児も高萩市

　に住民登録をすること。

②対象児の他に、既に２人以上の子どもを養育している（いた）こと。

③市税等の滞納がないこと。

【支給金額】 対象児１人につき１００千円

【申請期限】 対象児の出生日から３か月以内

子宝ハッピー祝い金給付経費（新規）

Ｈ２８予算額　３，５００千円 子育て支援課子育て支援グループ（内線３９３）

　第３子以降の子どもが誕生した保護者に出産祝い金を支給することで、経済的負担を軽減し、併せて合計特殊出生率の増加を図り急速な
少子化に歯止めをかけることを目的としています。



補　足　資　料　④

わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費（新規）

Ｈ２８予算額　２，５５０千円 子育て支援課子育て支援グループ（内線３９３）

　第３子以降の子どもが、保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校等に入学する際、入学（園）に必要な学用品等を購入するための祝い金を
支給することで、経済的負担を軽減し、併せて合計特殊出生率の増加を図り急速な少子化に歯止めをかけることを目的としています。

【対象者】　　　　平成28年４月１日以後、第３子以降の子ども（対象児）の他にも既に２
　　　　　　　　　　人以上の子を養育している（いた）こと。また、高萩市に住民登録をし
　　　　　　　　　　ている市税等の滞納がない世帯で次に掲げるいずれかに該当する保
　　　　　　　　　　護者。
　　　　　　　　　　①保育所（園）、認定こども園等
　　　　　　　　　　　　父母の就労等により、平成28年度中に新たに保育所（園）等に入
　　　　　　　　　　　　園する対象児がいること。
　　　　　　　　　　②幼稚園等
　　　　　　　　　　　　平成28年４月１日に新たに幼稚園等に入園する対象児がいること。
　　　　　　　　　　③小学校、中学校等
　　　　　　　　　　　　平成28年４月１日に１年生として小学校又は中学校等に入学
　　　　　　　　　　　　する対象児がいること。
【支給金額】　　対象児１人につき３０千円
【申請期限】　　保育所（園）、認定こども園等　　入園から２か月以内
　　　　　　　　　 幼稚園、小学校、中学校等　　  ４月１日～５月31日まで



補　足　資　料　⑤

【概要】
○支給対象者 　平成２７年度の簡素な給付金の支給対象者のうち、平成２８年度中に６５歳以上となる方

　

○支給金額　　　　　　１人につき３０，０００円

○支給見込み者数 　約３，５００人
　　　　給付金の申請

○申請受付開始　　　４月下旬（予定）

○支給開始 　６月下旬（予定） 　　　　給付金の支給

○受取方法　 　原則として、口座への振り込み

○財源 　年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金（国１０／１０）
　臨時福祉給付金等給付事業費補助金（国１０／１０）

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付経費（新規）

Ｈ２８予算額　１０９，２１７千円 社会福祉課社会福祉グループ（内線９１５）

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金の引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援や、高齢者世帯の所得全体の底上げを
図るため、６５歳以上の低所得の高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を給付します。

市役所



補　足　資　料　⑥

　　市内で実施される各種イベント等で、移動

　　式「赤ちゃんの駅」を貸与設置（２セット）

【貸与用品】

移動式テント、おむつ交換台
調乳用ポット、テーブル・イス

　　商工会加盟店舗等の協力により、　
　　「赤ちゃんの駅」を設置（５ヶ所）

【設置するもの】

おむつ交換台、調乳用ポット （イメージ写真）

協力店による「赤ちゃんの駅」

赤ちゃんの駅設置管理経費（新規）

Ｈ２８予算額　６１２千円 子育て支援課子育て支援グループ（内線３９２）

　授乳やおむつ交換等のために気軽に立ち寄れる「赤ちゃんの駅」を設置することで、赤ちゃん連れの方が安心して外出できる環境を整備
します。

移動式「赤ちゃんの駅」

赤
ち
ゃ
ん
の
駅

http://3.bp.blogspot.com/-dZIUH1tNJNg/UqmPYWvaq8I/AAAAAAAAbik/Tla6xMv7sdI/s800/hata_tate.png


補　足　資　料　⑦

　　　　〈ワクチン接種から助成までの流れ〉

風しん予防接種経費（新規）

Ｈ２８予算額　３０９千円 健康づくり課保健予防グループ（内線620）

　  妊婦が風しんにり患し、出生児が先天性風しん症候群を発症することを防ぐために、風しんの感染予防に十分な抗体を持たない若い世
代（成人）からの風しんの発生予防及びまん延防止を図ることを目的に、妊娠を希望している女性やその配偶者などに対して風しんの予防
接種を推奨し、予防接種費用の一部助成を行います。

〈 対象者 〉

・平成２年４月１日以前に生まれた方

・平成２年４月２日から平成７年４月１日までに生ま

れた方で疾病等により接種をしていない方

上記対象者で、次のいずれかの要件に該当する方

①妊娠を希望している女性

②妊娠を希望している女性の夫

③妊婦の夫

〈 助成額 〉

接種費用のうち３，０００円を上限に支給

〈 助成対象期間 〉

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

助成決定・支給

助成決定後、申請者の指定口座に振り込みます。

申請

ワクチン接種の領収書等を添付し、健康づくり課に申請。

風しんワクチン接種

対象要件を満たす方が医療機関において、風しんワクチ
ンを接種し接種費用の全額を支払います。



補　足　資　料　⑧

山手三住宅住替え事業により、空棟を解体し、住替え事業を促進するとともに空き家対策を図ります。

市 営 住 宅 整 備 事 業　　　  位 置 図

Ｈ２８予算額 市営萩ケ丘住宅解体工事請負費　　　　７，５５６千円 建設課
施設管理グループ（内線４１４）市営坂東塚住宅解体工事請負費　　　　６，９６２千円

1

2

市営坂東塚住宅解体工事

2階建1棟 171.00㎡
市営萩ケ丘住宅解体工事

平屋1棟 170.10㎡



補　足　資　料　⑨

茨城県と連携し、日本最大規模の屋外体験活動施設となる

高萩スカウトフィールドの環境整備を促進し、青少年の多様な

体験活動を支援する。

○交流拡大
　・市内外の青少年の利用促進
　・地域組織育成

○平成２８年度整備計画
　・トイレ棟、シャワー棟建設
　・排水処理施設（合併処理浄化槽他）
　・メイン看板、場内・道路案内看板設置
　・プログラム施設（ハイキングコース、アスレチック等）

○平成２８年度総事業費　　　１億円
　内訳 ボーイスカウト日本連盟 ５，０００万円

茨城県 ４，０００万円
市 １，０００万円

高萩スカウトフィールド支援経費

Ｈ２８予算額　５０，０００千円 企画広報課企画グループ（内線２７２）

　野外体験活動を通した交流拡大及び環境整備のための支援をします。

第１９回茨城県キャンポリー
期日：平成28年7月30日～8月2日

会場：大和の森・高萩スカウトフィールド

対象：ボーイスカウト、公募する非加盟員の小学生（スカウト体験隊）等

約１，０００人規模



補　足　資　料　⑩

※　小学校費　365千円　　中学校費　292千円

ＮＩＥ教育実践のための新聞購読料（新規）

Ｈ２８予算額　　６５７千円 教育総務課教育総務グループ（内線５１１）

　児童生徒が社会への関心を高め、情報を「読み解く」力、「考える」力、問題を「解決する」力を身に付けるため、新聞を教材として活用する
ＮＩＥ（（Newspaper in Education＝「エヌ・アイ・イー」））教育実践のための新聞購読に要する経費。

学びの
ステップ

新聞に親し
む

新聞を読む・
知る

新聞を読み、
考える

新聞で自分の意見を持ち
発信する

他の意見との違いを知
り、発信する

議論・意見の再構築
子どもの
知的活動

新聞に興味・
関心

記事の読解
情報の
解釈

情報の批
判と問題

解決
情報発信と自己表現

ＮＩＥとは
ＮＩＥ（Newspaper in Education エ

ヌ・アイ・イー）は、学校などで新聞を教

材として活用したり、新聞作りを行った

り、メディア・リテラシーを学んだりする

活動の総称。

１９３０年代にアメリカで始まり、日本

では８５年、静岡で開かれた新聞大会

で提唱された。教育界と新聞界が協力

し、社会性豊かな青少年の育成や活

字文化と民主主義社会の発展などを

目的に掲げて、全国で展開している。

ＮＩＥは文部科学省が重視する「言語

活動の充実」に役立つ取り組みとなっ

ている。

ＮＩＥ学びのステップアップ

小学校低学年 中学校高学年



補　足　資　料　⑪

【概　要】

目　　　的 放課後に、小学校の余裕教室を活用して地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に
ｽﾎﾟｰﾂ・文化活動、地域住民との交流活動の取組から、子どもの安全な居場所をつくります。

実施場所 松岡小学校　郷土資料室　(就将館）、校庭、体育館

対象児童 希望するすべての児童(小学校１年生～６年生）

スタッフ等 退職教員、地域住民、高校生会、大学生等

財　　　源 放課後子ども教室推進事業費補助金（県2/3）

放課後子ども教室運営委託料(新規)

Ｈ２８予算額　２６２千円 生涯学習課　生涯学習・スポーツ振興
グループ　　　　　　　　　　　(内線　５３４）

放課後の子どもの安全な居場所つくりとして、地域の方々の参画を得ながら実施するための委託料。



補　足　資　料　⑫

【工事費の内訳】

①市民球場改修工事監理委託料　 １０，６２８千円　

②高萩市民球場改修工事請負費　４７０，７２６千円　

【主な財源】

　第７４回国民体育大会市町村競技施設整備事業助成金 上限１００，０００千円

　スポーツ振興くじ助成金（toto） 上限１３０，０００千円

　平成２７年度　市民球場耐震補強工事実施設計

　平成２８年度　市民球場改修工事

　平成２９年度　市民球場使用再開

　平成３０年度　茨城国体リハーサル大会

　平成３１年度　茨城国体開催

　平成２６年度　市民球場改修工事実施設計

　平成３１年度の茨城国体に向け、球場全体の改修工事及び耐震補強工事を実施します。

工　事　名 金　額

路面舗装工事 ５７，９８０千円　

スコアボード工事 １８０，９６３千円　

耐震補強工事 １００，０００千円　

その他の工事 １３１，７８３千円　

【国体開催までの流れ】

市民球場整備事業（新規）

Ｈ２８予算額　４８１，３５４千円 生涯学習課　生涯学習・ｽﾎﾟｰﾂ振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ（内線５３２）

路面舗装工事

ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ工事

内野ｽﾀﾝﾄﾞ工事
内野ｽﾀﾝﾄﾞ工事

ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ工事

耐震補強工事(ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ)

囲障工事

ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ工事

ﾊﾞｯｸｽｸﾘｰﾝ工事
工事概要図 S=1:500
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事業実施主体　：　高萩市（県単事業）

補　　助　　率　 ：　47.5％（根岸地区のみ）

　　　根岸地区（大字上君田地内） C=3,240千円 林崎地区（大字秋山地内） C=1,448千円
L=240m L=50m

農業用施設整備事業（新規）

Ｈ２８予算額　４,６８８千円 農林課
農地林道整備・地籍調査グループ（内線４５４）

水路機能の回復と維持管理の軽減を図るため、コンクリート構造物にて改修し農業生産性の向上を図ります。

改修予定箇所

改修予定箇所

君

田

十

文

字

小

・

中

学

校

根

岸

至

文

添

至

下

君

田

国

道

4

6

1

号

日

立

・

い

わ

き

線

常

磐

道

林

崎

秋

山

中

改

善

セ

ン

タ
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基本計画策定委員報償費　180千円

イメージ図
グリーンタウンてつな粗造成地利活用計画策定業務報告書より抜粋

グリーンタウンてつな粗造成地整備経費（新規）

Ｈ２８予算額　１８０千円 企画広報課企画グループ（内線２７２）

　グリーンタウンてつな住宅団地内の粗造成地を防災機能をもったスポーツ広場に整備し、団地の住環境保全、市民の体力増進及び憩い
の場とするため基本計画を策定します。

基本計画策定委員会

「グリーンタウンてつな粗造成地利活用計画策定

業務報告書」を踏まえて、整備するスポーツ施設

の種類、基本的な配置、整備方針、運営方針等を

検討する。

【構成委員】（想定）

・ 学識経験者（防災、スポーツ施設）

・ 学校教育関係者

・ 社会教育関係者

・ スポーツ推進委員

・ 市内のスポーツに関する団体の関係者

・ グリーンタウン自治会役員 等

太陽光発電施設

スポーツ広場予定地

面積 約６ヘクタール
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【計画策定の趣旨】
○現行の一般廃棄物処理基本計画（目標年度平成２８年度）が目標年度を迎えることから、
　 平成３８年度を目標年度とする次期計画を策定する。

　　・環境基本法

【計画の位置づけ】 　　・廃棄物処理法

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第６条に規定される、高萩市区域内の 　　・資源有効利用促進法

　 一般廃棄物の処理に関する基本計画。 　　・容器包装リサイクル法

○国の基本方針に即し、茨城県廃棄物処理計画及び、高萩市総合計画に基づいた 　　・家電リサイクル法

　 一般廃棄物の適正な処理に関する計画。　 　　・その他関係法令

【計画内容】
法第６条第２項による策定内容
　１）一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
　２）一般廃棄物の排出の抑制のための方針に関する事項
　３）分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
　４）一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本事項
　５）一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

【計画の期間】
○目標年度　平成３８年度
（平成３３年度に中間評価等実施し、必要に応じ改訂）

【計画の対象】
○一般廃棄物（ごみ・し尿等）

高萩市一般廃棄物処理基本計画
（ごみ・し尿等）

一般廃棄物処理基本計画策定委託料(新規)

Ｈ２８予算額　５,３５７千円 環境衛生課
一般廃棄物グループ（内線９１０）

　　　　現行の一般廃棄物処理計画（平成１８年度策定、平成２２年度改訂）において、計画目標年度を平成２８年度としていることから、
　　　新たに、平成３８年度を目標年度とした一般廃棄物処理計画の策定委託料。

関 係 法 令

国、県の関係計画等 高萩市総合計画等
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し も 川 冠 水 対 策 外 ４ 事 業　　　  位 置 図

建設課
施設整備グループ（内線４１５）

1

3 5-(1)

5-(2)-②

2-(1)-②5-(2)-①

4-(2)

4-(1)2-(1)-①

2-(2)

国
道

6

号
線

高萩中学校

高萩小学校

はぎまろ球場

秋山中学校

秋山小学校

松岡小学校
松岡中学校

事　　業　　名 内　　容

1 しも川冠水対策事業 しも川改修工事

(1)市道205号線外路面性状調査委託（①市道205号線、②市道1403号線）

(2)市道104号線測量設計委託

3 側溝排水路整備事業 市道217号線側溝排水路整備工事

津波避難東西連結道路 (1)浜野町踏切改修に伴う用地取得費（排水路整備用地）

　（浜野町踏切）整備事業 (2)浜野町踏切歩道整備測量設計委託（市道1401号線）

(1)市道203号線歩道整備に伴う用地取得費

(2)市道118号線外路面表示工事（①市道118号線、②市道1313号線）

2

4

5

市道舗装改良事業

交通安全施設整備事業 　 4,546千円

H28年予算

　31,850千円

　11,998千円

　 2,484千円

　45,943千円
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■ 大規模盛土造成地の対象イメージ

大規模盛土造成地マップ作成委託料（新規）

Ｈ２８予算額　３，９３８千円 都市整備課　都市計画グループ（内線４３２）

　盛土造成地の位置と規模の把握を行い、大規模盛土造成地（3,000㎡以上）を抽出し、住民等への周知と、防災意識の高揚を図るための
大規模盛土造成地マップ作成委託料。

大規模盛土造成地 調査対象区域

（約5.8km2）

高 萩 市

行政界
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　いばらき指令センター整備費負担金　１４１，９０７千円　（平成25年度～平成27年度）

住所は必ず「高萩市」から

　指令に要する時間はこれまでと変わりはありません　

消防救急無線・指令センター負担金(新規）

Ｈ２８予算額　７，７３８千円 消防総務課
　消防総務グループ（直通２２-２２９３）

　いばらき消防指令センターの運営及び機器等の保守点検に係る負担金。

いばらき消防指令センター

１１９番通報 出動指令

高萩市消防本部

出動

消防指令業務の共同化に伴い、高萩市

内の１１９番回線切替が平成２８年２月２日

に行われ、１１９番通報の受信場所が、高

萩市消防本部から水戸市の『いばらき消防

指令センター』に変わりました。

「高萩市」

本町１丁目１

００番地 高

萩花子です



補　足　資　料　⑲

・Ｈ１６　　1基（秋山）　　　・Ｈ１８　　２基（高浜町・石滝）　　　・Ｈ２０　　1基（赤浜）　　　・Ｈ２４　　６基（下手綱・高戸・本町・安良川・島名・東本町）　

高萩市役所庁舎敷地 行人塚児童公園

消防施設整備事業(新規）

Ｈ２８予算額　２９，７６６千円 警防課　警防グループ（直通２２-２２９３）

耐震性防火貯水槽を効果的に配置することにより、災害時に安定した水利が確保でき、確実・迅速な消防活動が図れます。

耐震性防火貯水槽整備予定地
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○実施日時

平成２８年８月２７日（土）　９時３０分頃～１２時３０分頃（予定）

○実施場所

高浜スポーツ広場

避難所（高萩小学校、秋山小学校） ○最近の実績

○主催

茨城県、高萩市

参加者数

○訓練内容 　地域住民

　関係者数

地震や津波、大雨等の災害を想定し、地域住民や関係団体 車両数

参加の下、倒壊家屋救出訓練や医療救援・救護訓練、避難 航空機数

訓練等、様々な訓練を実施する予定です。 船舶数

茨城県・高萩市総合防災訓練経費（新規）

Ｈ２８予算額　９，７４７千円 危機対策課危機対策グループ（内線３７２）

　茨城県との合同開催により、災害時における防災活動の円滑化とともに、相互の協力体制を強化し、併せて市民の防災に関する理解と意識の高
揚を図ります。

年度 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

神栖市 桜川市

（実施地域） （県北） （県北） （県央） （鹿行） （県西）

実施市町村 北茨城市

震災の影
響により

中止

日立市 笠間市

3,500人 10,300人 3,700人 7,500人 2,900人

― 2,800人 1,000人 2,000人 1,900人

― 7,500人 2,700人 5,500人 1,000人

4艇 ―

4機 2機

140台 140台 129台 110台 101台

23機 12機 14機

5艇 12艇 ―
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地域公共交通網形成計画策定負担金（新規）

Ｈ２８予算額　１０，４７６千円 企画広報課企画グループ（内線２７２）

地域にとって望ましい公共交通網のすがたを明らかにするための地域公共交通網形成計画策定のための負担金。

地域公共交通網形成計画とは
地域公共交通網形成計画は、「地域にとって望ましい公共交通網の

すがた」を明らかにする「マスタープラン」としての役割を果たすもの。

計画の概要
■ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活

性化及び再生の推進に関する基本的な方針

■ 区域・目標・計画期間

■ 実施事業・実施主体

■ 計画の達成状況の評価 等

高萩市公共交通会議

において協議し策定
（市・交通事業者・道路管理者・

利用者・学識者等で構成）

だれもが使いやすく、移動しやすい利便性の高い

公共交通ネットワークの確保と維持
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立地適正化計画策定経費（新規）

Ｈ２８予算額　９，６２０千円 企画広報課企画グループ（内線２７２）

　少子高齢化、人口減少社会において、一定の人口密度の維持、生活サービス機能の計画的配置、公共交通の充実を図るため、改正都
市再生特別措置法に定める立地適正化計画を策定します。

計画の概要

・都市全体を見渡した土地利用のマスタープラン ・都市機能や居住機能の立地誘導、公共交通の再編と連携

・公共施設等を中心に設定し、福祉・医療・商業等を誘致 ・住居を誘導する区域を設定し、人口密度を維持
※協議会等を設置し専門的かつ様々な意見を反映させます。

居住誘導区域
将来にわたり人口密度を維持するエリアを設

定します。

◆区域内に緩やかに居住を誘導

◆区域外の居住の緩やかなコントロール

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと、そのエリア

に誘導する施設を設定します。

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進

◆区域外の都市機能の緩やかなコントロール

◆歩いて暮らせるまちづくり

イメージ図

立地適正化計画概要パンフレット（国土交通省作成）抜粋

策定すると・・・
市及び民間に対する国からの支援

措置が受けられます。

○都市機能立地支援事業

・誘導施設の整備に対して、国が民間

事業者へ直接支援する新たな補助制

度。

・医療施設、社会福祉施設、教育文化

施設、商業施設などに対して補助。

○都市再構築戦略事業

・これまでの社会資本整備総合交付金

を拡充し、誘導施設の整備を国が支

援。

・対象施設として、医療施設、社会福

祉施設、教育文化施設、商業施設など

が新たに追加。

地域公共交通
区域間を公共交通網で結びます。

◆公共交通を軸とするまちづくり
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①～⑩　改修工事　　　　　Ａ～Ｅ　実施設計委託　　　　　あ～い　点検調査委託

橋　梁　長　寿　命　化　事　業

Ｈ２８予算額　１２３，０００千円 建設課
施設整備グループ（内線４１５）

　 平成２６年度に策定した、高萩市橋梁長寿命化修繕計画に基づき道路ネットワークの安全性、信頼性を向上させ、橋梁の長寿命化及び修繕・架替に係る費用の縮減と平準化
を図ります。今年度は、４８橋の内１０橋の改修工事と５橋の実施設計を実施します。また、JRを跨ぐ橋梁２橋の点検調査を実施します。

③湯澤橋

⑥小川崎橋

⑩向平橋

①金成橋

⑨慈眼寺橋

Ｅ葉柄田橋

⑧高戸橋

④赤浜陸橋

⑤新橋

⑦下河原橋

②小屋下橋

あ中央跨線橋

い磯道跨線橋
Ｃ和野後橋

Ａ和野橋

Ｂ和野前橋

Ｄ上野橋

コガサキバシ

ムカイダイラバシ

ワノウシロハシ

ワノハシ

カナリバシ

ワノマエハシ

ジゲンジハシ

ユザワバシ

ハガラタハシ

シモカワラバシ

シンバシ

ウエノハシ

アカハマリッキョウ

タカドハシ

チュウオウコセンキョウ

コヤシタバシ

イソミチコセンキョウ



補　足　資　料　㉔

都市計画道路３・４・１号安良川下手綱線事業認可申請図書作成委託料（新規）

Ｈ２８予算額　１，８１５千円 都市整備課　都市計画グループ（内線４３２）

都市計画道路３・４・１号安良川下手綱線の事業再開に向け、事業認可申請に必要となる図書の作成委託料。

都市計画道路３・４・１号安良川下手綱線 Ｌ＝７５０ｍ、Ｗ＝１６ｍ

市役所庁舎 建設予定地

仮設庁舎・総合福祉センター

高萩スーパーモール

Ｊ
Ｒ
常
磐
線
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都市公園内遊具長寿命化計画策定委託料（新規）

Ｈ２８予算額　２，５９２千円 都市整備課　都市計画グループ（内線４３２）

都市公園内の遊具について、計画的な管理（修繕、更新）を行うための計画策定委託料。

春日児童公園

駒形児童公園

中央児童公園

向洋台児童公園

花貫児童公園

行人塚児童公園

肥前町児童公園

千代町児童公園

駒木原児童公園

石滝児童公園

山王児童公園

本町ファミリース

ポーツ公園

松岡児童公園
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庁舎概要 建設工事契約

　本庁舎： 鉄筋コンクリート造　４階建 　契約相手方 株木・日興JV

建築面積　A＝1,685.08㎡ 　契約金額 3,045,600,000円

延床面積　A＝6,016.66㎡ 　工　　　　期

更衣室： 鉄骨造　２階建

建築面積　A＝176.11㎡

延床面積　A＝348.44㎡ 監理業務契約

車 　庫： 鉄骨造　平屋建 　契約相手方 ㈱日立建設設計

建築面積　A＝53.79㎡ 　契約金額 34,128,000円

延床面積　A＝53.79㎡ 　工　　　　期

継続費設定状況

　

合　　　　　　　計 1,590,592 629,100 970,412 3,190,104

本庁舎災害復旧工事監理委託 17,842 0 26,762 44,604

本 庁 舎 災 害 復 旧 工 事 1,572,750 629,100 943,650 3,145,500

平成27年12月25日

　～竣工検査完了まで

（単位：千円）

区　　　　　　　分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 合　　　　計

　～平成29年7月16日

本庁舎災害復旧事業

Ｈ２８予算額　６２９，１００千円 財政課管財グループ（内線３０２）

東日本大震災により被災した本庁舎の建て替えを行います。

平成27年12月25日
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　　●支援金名称

◎イベント支援協働事業（市民提案型）
　・高萩市の特徴を活かした各種事業（イベント）をまちづくり団体が
　提案し、行政と協働で開催

◎重点分野事業（行政提案型）
　・行政が抱える課題や行政単独では解決が困難であった事業につい
　て行政から課題（テーマ）を投げかけ、まちづくり団体から事業提案を
　受け、共に知恵と力を出しながら取り組む

◎団体育成事業（公募型） 　　 花と緑によるまちづくり
　・設立後３年以内のまちづくり団体が、自主的・自発的に行う公益的な
　事業に対し、経費の一部を負担し団体育成を促進

　　●選考方法 アイラブ高萩・まちづくり支援金選考委員会にて決定

　　●予 算 額 ２，２８７千円　（アイラブ高萩・まちづくり大会委託料８７千円含む）

　　●財　   源 地域振興基金（市報等広告料）

　　アイラブ高萩・まちづくり推進経費 【採択事業事例】

アイラブ高萩・まちづくり推進経費

Ｈ２８予算額　２，２８７千円
観光商工課

商工グループ内線（４６２）

市民の創意と工夫による地域ぐるみのまちづくりを目的とした事業を行う団体を支援します。

　　　青空市 　　　ひな人形飾り

≪３０万円限度×５団体程度≫

【応募事業案】　・少子化対策事業　・高萩創生事業
≪１０万円限度×３団体程度≫

　　　里山親子体験塾

≪１０万円限度×４団体程度≫
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地域おこし協力隊経費（新規）

Ｈ２８予算額　１２，０８７千円 企画広報課地方創生政策室（内線２６１）

　 人口減少及び高齢化が進行している本市において、市外の人材を誘致し、その定住を図るとともに、地域力の維持・強化のため、高萩
市地域おこし協力隊を設置します。

総務省の支援

都市地域等から住民票を移動し、生活の拠点を移した者を、本市が「地域おこし協

力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産

品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活

支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る。

活動期間

概ね１年以上から３年以下

制度概要

特別交付税により財政支援

①地域おこし協力隊員の募集等に要する経費：１団体あたり２００万円上限

②地域おこし協力隊員の活動に要する経費：隊員１人あたり４００万円上限

想定人数

３名




