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〇３ヵ年事業実施計画（平成〇３ヵ年事業実施計画（平成〇３ヵ年事業実施計画（平成〇３ヵ年事業実施計画（平成 31313131～～～～33333333 年度）の策定方針年度）の策定方針年度）の策定方針年度）の策定方針    

１ はじめに 

近年の社会経済情勢等は，急激に進む人口減少と少子高齢化，それに伴う産業構造・

就業構造の変化，経済のグローバル化やＩＣＴ社会の進展，地球環境問題の深刻化な

ど大きく変化し，個人の価値観やライフスタイルも，未婚・晩婚化，核家族化の進行

や女性の社会進出の拡大など，多様化しています。 

また，国が推進する「地方創生」や「一億総活躍社会の実現」などで掲げられてい

るとおり，地方においては，これらを踏まえ，まちの魅力を高めるとともに，将来に

わたって持続可能な行政経営について取り組むことが求められております。 

このような中，本市におきましては，土浦市総合計画に基づき，様々な施策・事業

を計画的かつ総合的に推進するとともに，新庁舎の移転開庁をはじめ，川口運動公園

野球場，土浦駅前北地区市街地再開発ビル「アルカス土浦」，新治学園義務教育学校

の整備など，本市の将来の礎を築く基幹事業に，着実に取り組んでまいりました。 

しかしながら，今後は，税収の減少や社会保障費の増加に加え，新たな施設の維持

管理経費，老朽化した公共施設の維持・改修費用の増加などにより，厳しい行財政運

営を余儀なくされることが見込まれることから，社会経済情勢等の変化に的確に対応

しながら，本市の将来にわたる発展に向けて，事業の厳選と重点化に努めつつ，各施

策を計画的に実施することで，持続可能なまちづくりを着実に進めるものです。 

 

２ 実施計画策定の目的 

３ヵ年事業実施計画は，第８次土浦市総合計画に基づき，施策の基本的方向や施策

展開に基づいて実施する主要な事業について，予算編成や事業実施の具体的な指針と

し，効果的かつ計画的に実施するために策定するものです。 

 

３ 実施計画の位置づけ及び期間 

（１）実施計画の位置づけ 

   本市の総合計画は，「政策（基本構想）」と「施策（基本計画）」，「事務事業（実施

計画）」で構成し，施策ごとに，まちづくりのための「指標」と目標値を設定し，

目的と成果について，市民にわかりやすい計画として策定しています。 

（２）実施計画の期間 

   平成 31 年度から平成 33 年度 

※情勢変化等に柔軟に対応できるよう，毎年度ローリング方式により見直しを行っ

ています。 
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４ 対象事業 

  本計画の対象とする事業は，次に掲げるものとします。 

 ① 投資的経費に係るもの（公共施設の建設・公共用地の取得など） 

 ② 政策的または計画的な推進を必要とするもの（各種計画・調査など） 

 ③ 事業内容の変更や大幅な改善を加えるもの 

 ④ 公共施設の大規模な改修及び増築並びに更新 

 ⑤ 公共施設の１件 100 万円以上の大規模な修繕 

 ⑥ １件 100 万円以上の備品購入費 

 

５ 策定にあたっての基本認識 

  社会経済の動向や財政状況等に鑑み，その重要度と緊急度及び市民意向等を総合的 

 に検討し，市民の視点を重視した，新しい時代に対応できる施策について，積極的に 

 検討し具現化します。 

（１）第８次土浦市総合計画前期基本計画の達成に資する施策・事業 

   この事業実施計画は，特に効果の高い施策・事業を推進するとともに，地域経済

の好循環を確立し，経済再生・地域活性化に資するため，「土浦市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」に位置づけられた施策の積極的な推進を図ります。 

 

（２）新規事業について 

   従来事業の廃止・統合など，スクラップ・アンド・ビルドの視点から検証すると 

 

 

 

                 

基本計画 

＜施策＞ 

実施計画 

＜事務事業＞ 

土浦市総合計画の構成 

【基本構想】 

まちづくりの基本理念及び将来像を定めるとともに，将来像

の実現に向けて展開する施策を体系的に示します。 

第８次土浦市総合計画基本構想の計画期間は，平成 30 年度か

ら平成 39 年度までの 10 年間です。 

【基本計画】 

基本構想に定めた施策の大綱に基づいて取り組むべき施策・

事業を体系的に示します。 

基本計画は，基本構想の計画期間を５年ずつ前期・後期に分

割し，第８次土浦市総合計画前期基本計画の計画期間は，平

成 30 年度から平成 34 年度までです。 

 

【実施計画】 

基本計画に定めた主な事業を中心に，財政状況や社会情勢と

整合を図りながら，実施する事業を定めます。３年間の計画

ですが，情勢の変化等に柔軟に対応できるよう，毎年度ロー

リング方式で見直しを行っています。 

基本構想 

＜政策＞ 
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  ともに，歳入の増額，その他経費の圧縮及び市民サービスの向上などの事業効果か 

  ら事業を厳選するものとします。 

（３）継続事業について 

   既に，実施の方向性等が決定されている事業等についても，ゼロベースから見直 

  し，再度事業費及び実施時期等について十分検証を図ります。 

なお，各種イベントについては，寄付や広告など，自主財源の確保に取り組むこ

ととし，事業費やイベント実施負担金等については圧縮を図ります。 

（４）修繕事業について 

   市民の利便性の視点及び躯体への影響を十分精査した上で，最小限の範囲内で実 

  施するものとし，公共施設の再配置及び施設の長寿命化の視点から，計画的な修繕 

  に努めるものとします。 

（５）その他 

   現在，事業化に向けて検討を進めている事業や懸案の事業についても，毎年度，

事業効果を見極めつつ，計画の熟度などを踏まえ，事業計画への位置づけについて，  

精査します。 

 

６ 本市の財政見通し                    （単位：百万円） 

 
平成 28～30 年度 平成 31～33 年度 

金 額 伸び率 金 額 伸び率 

市       税 67,272 △0.3% 67,753 0.7% 

地 方 譲 与 税 10,380 19.1% 11,226 8.1% 

地 方 交 付 税 13,192 11.9% 10,952 △17.0% 

国 県 支 出 金 36,809 14.4% 33,694 △8.5% 

繰 入 金 3,802 △46.0% 3,883 2.1% 

市 債 31,792 8.5% 13,658 △57.0% 

そ の 他 16,169 △11.9% 11,600 △28.3% 

歳 入 合 計 179,415 2.6% 152,766 △14.9% 

人 件 費 26,979 △3.8% 26,224 △2.8% 

公 債 費 15,319 12.1% 17,392 13.5% 

扶 助 費 33,495 10.7% 38,851 16.0% 

投 資 的 経 費 39,466 3.1% 15,422 △60.9% 

そ の 他 59,871 2.7% 54,877 △8.3% 

歳 出 合 計 175,130 3.9% 152,766 △12.8% 

※伸び率は，前期３ヵ年と比較した数値となっています。 
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〇〇〇〇平成平成平成平成 30303030 年度３ヵ年事業実施計画（平成年度３ヵ年事業実施計画（平成年度３ヵ年事業実施計画（平成年度３ヵ年事業実施計画（平成 33331111～～～～33333333 年度）事業年度）事業年度）事業年度）事業 

１ 主要事業         

事 業 名 事業概要 事業費 一般財源 H31 H32 H33 

土浦市立学校給食セン

ター再整備事業 

老朽化に伴い 1センタ

ーとして移転新築 
3,654 1,392    

市民会館耐震化及び大

規模改造事業 

耐震補強工事及び老朽

箇所の改修 
2,094 467    

清掃センター延命化事

業 

計画的な施設更新の実

施 
88 88   

 

汚泥再生処理センター

整備事業 

汚泥再生処理センター

の建替え 
2,597 415   

H33 まで 

水道老朽管更新，配水管

施設整備事業 

老朽管更新及び送配水

管布設工事 
2,617 1,927   

 

配水場設備点検整備事

業 

設備の安定的な更新及

びオーバーホール 
561 411   

 

下水道ストックマネジ

メント事業 

下水道施設全体の施設

管理を最適化 
131 61   

 

公共下水道雨水排水路

整備事業 

大雨時の浸水被害解消

のための整備 
1,336 3   

 

公共下水道（汚水）整備

事業 

未整備地区の整備を実

施 
800 0  

 

 

道路新設改良事業 狭隘な道路の拡幅整備  1,200 180   

 

荒川沖木田余線（Ⅰ期）

整備事業 

ボトルネック解消によ

る渋滞緩和措置 
642 34   

H34 まで 

木田余神立線街路事業 
南北軸の道路ネットワ

ーク強化を図る 
111 7   

H39 まで 

神立停車場線街路事業 

神立駅周辺地区の道路

ネットワークを構築す

る 

137 10   

 

常名虫掛線街路事業 
中心市街地と並木地区

を結ぶ 
212 18   

H39 まで 

（単位：百万円） 
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橋梁長寿命化修繕事業 
老朽化した橋梁の修繕

工事 
559 27   

 

神立駅西口地区土地区

画整理事業 

北の玄関口にふさわし

いまちづくり 
1,067 96   

H33 まで 

※平成 34年度以降継続する事業についても計画期間内での表示となっています。 
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２ 「計画推進の基本方針」，「施策の大綱」別の主な事業 

第１章 計画推進の基本姿勢 

第１節 「地域力」と「市役所力」が一体となった協働のまちづくり 

  将来にわたり持続可能なまちづくりを進めていくため，市民やボランティア団体，

ＮＰＯ，事業者等の多様な地域社会の担い手が課題を共有しつつ，これまでのような

市民活動の振興・底上げのための協働から，さらに歩みを進め，協働をまちの課題解

決の手段として，全市的な取組に発展させるなど，まちの質を高めるために連携・協

働によるまちづくりを進めます。 

  第１項 支え合い高めあう市民とともにつくるまちづくりの推進 

 
 

  第２項 心豊かな生活を支える地域コミュニティの活性化 

 
 

  第３項 一人ひとりの暮らしを豊かにするボランティア活動の活性化 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

10    6 4 

【主な事業名】 

・市制施行 80 周年記念事業 

・協働のまちづくりファンド（ソフト）事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

82    57 25 

【主な事業名】 

・地域コミュニティ施設新築等補助事業 
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第４項 行政情報の活用促進と魅力発信 

 

 

第５項 個性と能力が発揮できる男女共同参画の推進 

 

 

第６項 多文化共生を実現する相互理解の促進 

 

  第７項 人権意識の醸成と平和意識の啓発 

  

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

25     25 

【主な事業名】 

・市民満足度調査事業 

・行政手続システム維持管理事業 

・シティプロモーション推進事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

3     3 

【主な事業名】 

・第 4 次土浦市男女共同参画推進計画策定事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

3     3 

【主な事業名】 

・多文化共生推進プラン改定事業 



8 

第２節 行財政改革の推進と市民サービスの向上 

人口減少社会の到来の中で，今後のまちづくりにおいては，財政面の制約が一段と増す

ことが想定されます。 

このような状況を踏まえ，市民ニーズの多様化・高度化への対応を図りつつ，限られた

財源による効率的な行政運営に向けて「選択と集中」を進め，あらゆる場面で一層の行財

政改革の取組強化と市民サービスの向上を図ります。 

  第１項 効率的・効果的な行政運営と機能的な組織・人材づくり 

 
 

第２項 持続可能な財政運営の推進 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

4     4 

【主な事業名】 

・情報政策管理事業 

・国税連携データ入力システム導入事業 

 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 

（歳入超） 

財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 

(寄付金等) 

一般財源 

△83    △300 217 

【主な事業名】 

・ふるさと土浦応援寄付事業 

・体育施設広告掲示事業 
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第３項 最適かつ適正な公共施設マネジメントの推進 

 
 

  第４項 時代に対応した広域連携の推進 

 
 

  第５項 地方分権に対応した自主・自立のまちづくりの推進 

 

  第６項 市民窓口サービスの向上 

 

 

  

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

135   3  132 

【主な事業名】 

・ウララ管理負担金（特別修繕） 

・総合福祉会館施設整備事業  

・本庁舎駐車場照明器具ＬＥＤ化事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

1     1 

【主な事業名】 

・図柄入り土浦ナンバー推進事業 
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第２章 部門別計画 

第１節 市民が主役の安心・安全なまちづくり 

  県内随一の組織率を誇る自主防犯組織を背景に，地域やボランティア，ＮＰＯなど

の各種団体，事業所などとの連携協働により，市民が主役の安心・安全なまちづくり

を推進します。 

  第１項 災害に強い安心して暮らせるまちづくり 

 
 

  第２項 地域ぐるみで取り組む防犯のまちづくり 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

946 484 1 364  97 

【主な事業名】 

・地域防災倉庫整備事業 

・町内会防災井戸整備事業 

・急傾斜地崩壊対策事業 

・橋梁耐震対策事業 

・橋梁長寿命化修繕事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

56     56 

【主な事業名】 

・防犯灯設置等補助事業 
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  第３項 市民の生命と財産を守る消防・救急体制の充実 

 
 

  第４項 市民の安全な移動を支える交通安全対策の推進 

 
 

  第５項 雨水等による浸水被害に強いまちづくり 

 

 

  第６項 消費生活の安全の確保 

  

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

236   25 1 210 

【主な事業名】 

・消防団車庫整備事業 

・消防救急無線デジタル化並びに消防司令業務の共同化事業 

・救助資機材整備事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

65   25 29 11 

【主な事業名】 

・神立駅西口自転車駐車場新築事業  

・自転車等放置禁止区域標識設置事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

1,689 592  984  113 

【主な事業名】 

・都市下水路整備事業 

・下水道ストックマネジメント事業 

・公共下水道雨水排水路整備事業 
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第２節 心豊かな教育・文化・スポーツのまちづくり 

  誰もが心身ともに健やかな生活を送るため，地域社会とのつながりの中で学び，ス

ポーツや文化活動に参加できる，明るさにあふれた，心豊かな教育・文化・スポーツ

のまちづくりを推進します。 

  第１項 生きる力と確かな学力を育む学校教育の充実 

 
 

  第２項 自己実現を図り，充実した人生を目指す生涯学習の推進 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

4,342 54  2,366  1,922 

【主な事業名】 

・学校施設非構造部材耐震化事業 

・学校施設水銀灯ＬＥＤ照明化事業 

・土浦市立学校給食センター再整備事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

82    21 61 

【主な事業名】 

・地区公民館受電設備改修事業 

・新図書館図書等整備事業 
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  第３項 豊かな人間性を培う青少年の健全育成 

 
 

  第４項 歴史・芸術・文化の薫り高いまちづくり 

 
 

  第５項 全ての市民がスポーツ・レクリエーションに親しむまちづくり 

 
 

 

 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

22 7 5   10 

【主な事業名】 

・放課後児童クラブ推進事業 

・放課後子ども総合プラン推進事業 

 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

2,159 87  1,544 5 523 

【主な事業名】 

・市民会館耐震化及び大規模改装事業 

・美術品公開推進事業 

・市史編さん事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

236  91   145 

【主な事業名】 

・茨城国体推進事業 

・土浦第一中学校グラウンド夜間開放用照明ＬＥＤ化事業 
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第３節 活力とにぎわいのあるまちづくり 

  充実した都市機能と歴史に根差した商業をはじめ，創造性と技術力のある工業のほ

か，自然・歴史・文化・人を生かした観光，日本一の生産を誇るレンコンや花きなど

特色ある農業，霞ケ浦における漁業などの豊富な地域資源を生かし，活力とにぎわい

のあるまちづくりを推進します。 

  第１項 広域的な拠点としての中心市街地の形成 

 
 

  第２項 生活を豊かにする商業・サービス産業の振興 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

122 31    91 

【主な事業名】 

・中心市街地活性化基本計画推進事業 

・まちづくり活性化バス運行支援事業 

・まちなか定住促進事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

65 8    57 

【主な事業名】 

・土浦市中心市街地開業支援事業 

・食のまちづくり事業 
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  第３項 付加価値の高い持続可能な農業の振興 

 
 

  第４項 競争力のあるものづくり産業の振興と企業誘致 

 
 

  第５項 地域の魅力を生かした観光の振興 

 
 

  第６項 安心して働くことのできる勤労者福祉の推進 

 

 

  

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

483 175 30 144  134 

【主な事業名】 

・担い手確保及び農地集積化事業 

・多面的機能支払交付金事業 

・農道・かんがい排水事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

138     138 

【主な事業名】 

・企業誘致事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

308 9   63 236 

【主な事業名】 

・花火大会事業 

・水郷筑波サイクリング環境整備事業 

・ジオパーク推進事業 
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第４節 ふれあいとあたたかいまちづくり 

  地域社会の誰もが不安なく快適で安心・安全に暮らすことができ，市民一人ひとり

が地域福祉の担い手となる，ふれあいとあたたかいまちづくりを推進します。 

  第１項 協働による地域福祉の推進 

 
 

  第２項 結婚から出産・子育てまでの支援の充実 

 
 

  第３項 ともに生きる障害者福祉の充実 

 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

11 8    3 

【主な事業名】 

・地域福祉計画策定事業 

・多機関の協働による包括的支援体制構築事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

1,343 671 334   338 

【主な事業名】 

・公立保育所民間活力導入事業 

・民間保育所等運営費補助事業 

・幼児教育・保育無償化事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

71 31 16   24 

【主な事業名】 

・障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業 

・地域生活支援拠点事業 

・障害者差別対策事業 
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  第４項 生きがいを持ち，元気で安心して暮らせる高齢者福祉の充実 

 
 

  第５項 セーフティネットとしての社会保障制度の適正な運営 

 
 

  第６項 健康といのちを守る保健活動・医療体制の充実 

 
 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

438 151 76  91 120 

【主な事業名】 

・地域包括支援センター体制整備事業 

・認知症施策推進事業 

・生活支援体制整備事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

110 69    41 

【主な事業名】 

・生活困窮者自立支援事業 

・老人福祉計画及び介護保険事業計画見直し事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

779 20 3  531 225 

【主な事業名】 

・公的医療機関運営支援事業 

・医療体制強化事業（寄附講座） 

・土浦市骨髄移植ドナー助成事業 

・産婦健康診査事業 
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  第７項 誰もが安全で快適に暮らせるバリアフリーの推進 

 
 

 

 

  

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

44 20   18 6 

【主な事業名】 

・バリアフリー推進事業 

・道路新設改良事業（バリアフリー特定事業） 
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第５節 環境を重視するまちづくり 

  豊かな自然環境をまちづくりの一つとして位置づけ，人と自然が共生し，快適に暮

らせるまちを目指し，環境を重視するまちづくりを推進します。 

  第１項 環境負荷が少ない持続可能な社会環境の保全 

 
 

  第２項 恵まれた豊かな自然環境の保全・継承 

 

  第３項 資源循環型社会づくりの推進 

 
 

    

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

13  1   12 

【主な事業名】 

・環境基本計画策定事業 

・土浦市役所環境保全率先実行計画兼つーチャンＥＭＳ見直し事業 

・土浦市地球温暖化防止行動計画策定事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 

（歳入超） 

財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 

(手数料) 

一般財源 

△138    △530 392 

【主な事業名】 

・一般廃棄物有料化事業 

・ＰＣＢ廃棄物運搬処分事業 

・清掃センター延命化事業 

【参考】 

※ごみ収集運搬委託料や清掃センターのごみ焼却施設維持管理事業などで，経常経

費として別途約９８５百万円（単年）かかります。 
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第４項 環境美化と環境衛生の推進 

 
 

  第５項 安全でおいしい上水道の安全供給 

 
 

  第６項 快適で衛生的な暮らしを支える下水道の整備 

 

 

 

 

  

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

2,742 420  964 798 560 

【主な事業名】 

・汚泥再生処理センター整備事業 

・斎場維持管理事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

3,332   840  2,492 

【主な事業名】 

・水道老朽管更新事業 

・配水場設備点検整備事業 

・配水管施設整備事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

1,409 270 31 1,027 49 32 

【主な事業名】 

・地方公営企業法適化移行事業 

・公共下水道（汚水）整備事業 

・流域下水道事業建設促進事業 
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第６節 快適でゆとりのあるまちづくり 

  霞ケ浦や筑波山麓などの豊かな自然環境を生かしながら，市街地の生活拠点等の充

実とネットワーク化を進めることで，快適でゆとりのある都市空間の構築を目指しま

す。 

  第１項 適正な土地利用の推進 

 
 

  第２項 持続的な発展を支える高質な都市基盤の整備 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

60  3   57 

【主な事業名】 

・地域地区等調査事業 

・都市計画ＧＩＳ事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

2,404 712 5 1,417  270 

【主な事業名】 

・道路新設改良事業 

・荒川沖木田余線（Ⅰ期）整備事業 

・木田余神立線街路事業 

・神立停車場線街路事業 

・常名虫掛線街路事業 
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  第３項 多目的活用のできる公園の整備 

 
 

  第４項 人と環境にやさしい公共交通体系の構築 

 
 

  第５項 生活拠点となるコンパクトな市街地の整備 

 
 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

87   18  69 

【主な事業名】 

・霞ケ浦総合公園整備事業 

・乙戸沼公園整備事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

120   72 26 22 

【主な事業名】 

・地域公共交通確保維持改善事業 

・市営駐車場管理運営事業 

・ノンステップバス導入促進事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

 1,066 109  861  96 

【主な事業名】 

・神立駅西口地区土地区画整理事業 
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  第６項 市民が誇れる魅力的な景観の形成 

 
 

  第７項 暮らしやすい快適な住宅と良好な住環境の確保 

 
 

 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

53    45 8 

【主な事業名】 

・協働のまちづくりファンド（ハード）事業 

・都市景観整備事業 

■平成 31年度～平成 33年度までの総事業費         （単位：百万円） 

総事業費 
財 源 内 訳 

国庫補助金 県補助金 地方債 その他 一般財源 

147 61  63  23 

【主な事業名】 

・市営住宅改修事業 

・住宅リフォーム助成事業 


