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令和３年度の主要事業概要 

１）魅力ある都市空間づくり 

 

≪取手駅北土地区画整理事業≫ 

【継続】取手駅北土地区画整理事業 399,969千円［区画整理課］P.145 

取手駅の西口駅前地区において、多様な都市機能の集積と土地の高度利用の促進を

図るため、土地区画整理事業により、都市基盤の整備を進めます。令和３年度当初予

算に計上した主な事業の内容としては、駅前交通広場整備工事を実施します。 

 

≪取手駅西口Ａ街区再開発推進事業≫ 

【継続】取手駅西口Ａ街区再開発推進事業 8,000千円［中心市街地整備課］P.146 

土地区画整理事業とあわせ、市街地再開発事業による土地利用の高度化を図り、都

市機能の集積と魅力と賑わいにあふれた中心市街地の形成を進めます。令和３年度は、

取手駅西口周辺地区における将来交通需要を推計し、円滑な交通処理のための方策を

検討・立案するため、交通計画を策定します。 

 

≪桑原地区整備推進事業≫ 

【継続】桑原地区整備推進事業 14,044千円［都市計画課］P.102 

大規模な商業・業務施設を核とした新市街地の創出に向けて、都市計画決定に係る

協議を進めるとともに、引き続き区画整理準備組合に対する支援を行います。 

 

≪都市計画道路整備事業≫ 

市内の道路網の中心となる都市計画道路を整備することにより、道路交通環境の整

備とともに住環境の向上やまちの活性化を図ります。 

【継続】都市計画道路 3・5・23号北敷・沼附線整備事業 70,378千円 

［道路建設課］P.106 

 

 

２）定住化促進 

 

≪シティプロモーション推進事業≫ 

【継続】シティプロモーション推進事業 4,871千円［魅力とりで発信課］ P.26 

市のブランドメッセージ「ほどよく絶妙とりで」を用いたイメージアップ情報を積

極的に市内外に広く発信し、市の知名度・魅力度の向上による定住人口の増加を図り

ます。 

※担当課名の右側に、予算説明書

の該当ページを表示しています。 
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≪市制施行 50周年記念関連事業≫ 

令和 2 年度に実施できなかった市制施行 50 周年記念事業を全庁的な連携で複合的

に進めます。 

【新規】市制施行 50周年記念式典事業 3,800千円［秘書課］P.19 

 市民とともに記念すべき節目を祝うための式典を開催し、市に貢献されてきた方々

を称える表彰式を行います。 

【新規】市制施行 50周年記念事業 3,000千円［魅力とりで発信課］P.19 

 市民実行委員会との協働による記念事業として市の花であるフジの植樹を実施し、

節目を祝うとともに市の魅力を再認識してもらう契機とし、市民の郷土への愛着を深

めます。 

【継続】ホタル放流事業 1,351千円［環境対策課］P.19 

今年度も引き続き、地域住民と協働のもと、宮ノ前ふれあい公園（戸頭字宮ノ前 50

他）内に整備したビオトープにヘイケボタルの幼虫及び成虫を放流します。夏には観

賞会を開催し、ホタルが恒久的に生息する環境づくりに市と市民が一体となって取り

組みます。 

【新規】東京芸術大学学生によるオーケストラ演奏会 3,272千円［文化芸術課］P.20 

10月に市民会館において、市と交流の深い東京芸術大学学生によるオーケストラ演

奏会を実施します。 

【継続】取手市史追補版編さん事業 2,989千円［生涯学習課］P.132 

取手市史･藤代町史編さんの成果に、その後の調査で判明した史実や市制施行 50年

の歩みなどを加えた『取手市史 追補版』を発刊します。 

 

≪定住化促進住宅補助事業≫ 

【継続】定住化促進住宅補助事業 40,487千円［都市計画課］P.113 

良質な新築住宅の取得や中古住宅のリノベーションに対する補助、シニア世代の持

ち家を活かした子育て世代への家賃補助等を行い、子育て世代や市内就業者等の定住

化を促進し、あわせて魅力ある住環境の整備を図ります。 

 

≪創業支援等事業≫ 

【継続】創業支援等事業 3,278千円［産業振興課］P.93 

創業スクール事業、ビジネスプランコンテスト事業を今年度も引き続き実施します。

市民の創業を支援し、市内経済の活性化を図ります。 
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３）少子高齢社会への対応 

 

≪子育て支援充実事業≫ 

【新規】放課後子どもクラブ運営民間委託事業 32,829千円［子ども青少年課］P.134 

令和 3 年 10 月より利用児童の多い取手東小学校、高井小学校、藤代小学校に設置

した放課後子どもクラブの運営を民間事業者に委託することにより、慢性的な支援員

不足を解消し、放課後子どもクラブの安定的な運営を図ります。 

なお、利用児童が少ない土曜日の開所について、民間委託をする 3クラブに集約し

て開所することにより、支援員等の負担軽減やコスト削減を図るとともに、開所する

3クラブの開所時間を毎週土曜日午前 7時 30分から午後 7時まで拡大することにより、

放課後子どもクラブを利用している保護者の就労を支援します。 

【新規】新生児特別給付金給付事業 13,072千円［保健センター］P.75 

 お子さんの誕生祝い、子育て世帯の生活支援及び新型コロナウイルス感染防止のた

めに家庭で行う様々な対応への支援として、令和 3年 4月 2日から令和 4年 4月 1日

までの間に出生した新生児を対象に、新生児特別給付金を支給します。 

【継続】新生児聴覚検査事業 1,554千円［保健センター］P.76 

 聴覚障害の早期発見・早期治療を図るため、新生児を対象とした聴覚検査を実施し、

その検査費用を助成します。検査結果に異常が認められた場合は、再検査を実施し、

その費用についても助成を行います。 

【継続】産婦健康診査事業 4,880千円［保健センター］P.76 

産後 2週間頃と 1か月頃に、産婦の健康診査（母体の身体的機能の回復や授乳状況

及び精神状態の把握等）を実施し、早期に母子への心身のケアなどの支援を行うこと

により、産後うつや新生児への虐待予防等を図ります。 

【継続】産後ケア事業 3,229千円［保健センター］P.76 

産後早期に支援が必要な母子に対し、医療機関でデイケア事業やショートステイ事

業を実施し、産後の育児に対する不安の軽減や、安心した子育てを支援します。 

 

≪健康づくり支援事業≫ 

【新規】健康づくり支援事業 3,688千円［健康づくり推進課］P.41 

市内のフィットネスクラブ等に新規入会し、継続して健康づくりに取り組む市民へ

の支援を行います。また、市内で活動するスポーツ団体、事業者等と協力し、健康づ

くりを体験できるイベントを開催します。 
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４）安全・安心な教育環境の実現 

 

≪特色ある新しい学校教育推進事業≫ 

【新規】特色ある新しい学校教育推進事業 4,932千円［指導課］P.124 

令和 3年度より小規模特認校に移行する山王小学校で、小規模校ならではのきめ細

やかな教育環境を提供します。「創造する力、表現する力」を育てる特色ある学校教

育プログラムを学校教育の選択の一つとして、市内から広く児童を受け入れます。 

 

≪施設整備事業≫ 

児童・生徒の安全かつ快適な教育環境の充実を図るため、学校施設の整備を進めま

す。 

【新規】白山小校舎・体育館長寿命化改良事業 23,433千円［教育総務課］P.126 

老朽化の著しい白山小学校校舎及び体育館の長寿命化改良工事の基本設計及び実

施設計を行い、令和 4 年度から令和 6 年度にかけての工事に向けて準備を進めます。

なお、より優れた施設の建築を実現するため業者選定には公募型プロポーザル方式を

採用します。 

【新規】給食センター設備更新事業 33,847千円［保健給食課］P.140 

老朽化の著しい給食センターのコンベクションオーブン及びフライヤーの更新を

行います。 

 

≪通学路整備事業≫ 

小中学生の通学路において歩道整備等を行い、安全な通学環境の確保を図ります。 

【継続】山王通学路整備事業 55,314千円［道路建設課］P.101 

【継続】野々井通学路整備事業 65,175千円［道路建設課］P.101 

 

≪学校 AED収納ボックス設置事業≫ 

【新規】学校 AED収納ボックス設置事業 2,594千円［消防本部・警防課］P.115 

学校校舎内に設置している自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の利便性向上のため、学

校敷地内の屋外へＡＥＤ収納ボックス 20台を設置します。 

 

≪いじめ防止対策事業≫ 

【継続】教育総合支援センター機能拡充事業 51,693千円［指導課］P.119・121 

取手市いじめ問題専門委員会にて策定された再発防止策の提言を着実に遂行して

いくため、教育総合支援センターの機能を拡充します。再発防止策専門職員、スクー

ルカウンセラー・スーパーバイザー、心理ならびに福祉の専門相談員、学校連携支援

員の配置及びスクールロイヤーへの相談体制を整え、課題解決を図ります。 
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５）その他の事業 

 

≪気候非常事態宣言・地球温暖化対策推進事業≫ 

【新規】電気自動車の導入 5,617千円［管財課］P.25 

 2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする目標を法定化する国の決定を

受け、電気自動車及びそれを稼働するための充電器を購入し、走行時の二酸化炭素排

出量削減を図ります。 

【新規】地球温暖化対策推進事業 5,305千円［環境対策課］P.81 

 取手市気候非常事態宣言の発出に伴い、地球温暖化対策の推進及び地球温暖化の及

ぼす影響について市民に周知・啓発を図るため、住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄エ

ネルギー設備を導入する市民への補助金交付や地球温暖化防止対策講座を実施しま

す。また、市が排出するごみの量を削減するため、取手西小学校をモデル校として生

ごみ処理機を設置し、給食残さ等の堆肥化を図ります。さらに、冷房に使用するエネ

ルギーを減らし、二酸化炭素の排出量削減につなげるため、市民及び事業所に対し緑

のカーテン設置の普及・促進を図ります。 

 

≪安全安心なまちづくり推進事業≫ 

・公共施設整備事業 

公共施設の老朽化等に対応するための改修工事等を行い、市民が安心して利用でき

る施設環境の整備を図ります。 

【新規】吉田消防署大規模改修事業 135,071千円［消防本部・総務課］P.115 

防災拠点としての機能強化を図るため、老朽化が進んでいる吉田消防署の大規模改

修工事を行います。 

【新規】戸頭消防署改修事業 4,760千円［消防本部・総務課］P.115 

防災拠点としての機能強化を図るため、翌年度の改修工事に向けての設計に着手し

ます。 

【新規】ふじしろ図書館空調設備改修事業 4,480千円［図書館］P.136 

ふじしろ図書館の施設・設備の老朽化に対応し、利用者のさらなる利便性向上を図

るため、空調設備改修工事の設計に着手します。 

【新規】第二南住宅・西方住宅改修事業 65,000千円［管理課］P.112 

建築後40年以上が経過し、老朽化が進んでいる第二南住宅及び西方住宅について、

居住環境の向上を図るため、外壁や屋根の改修を行います。 

 

・市道改良事業 

市道の改良を行い、居住環境の整備向上を図ります。 

【継続】井野団地外周道路改良事業 84,766千円［道路建設課］P.98 

【継続】戸頭新屋敷道路改良事業 14,289千円［道路建設課］P.98 

【継続】井野台四丁目道路改良事業 37,236千円［道路建設課］P.98 
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【継続】井野台道路改良事業 45,892千円［道路建設課］P.98 

【継続】米ノ井弁才天道路改良事業 5,489千円［道路建設課］P.98 

【継続】片町道路改良事業 44,484千円［道路建設課］P.98 

【継続】桑原道路改良事業 4,297千円［道路建設課］P.98 

幅員が狭い当該路線の安全を確保するため道路改良を行います。 

 

・雨水排水対策事業 

【継続】稲雨水幹線雨水排水整備事業 41,315千円［排水対策課］P.107 

【継続】藤代横町雨水排水整備事業 58,450千円［排水対策課］P.107 

排水路の整備・改修等を行い、雨水による浸水被害の緩和や居住環境の向上を図り

ます。 

 

・農業用排水路整備事業 

【継続】山王西部地区用排水路整備事業 10,000千円［農政課］P.87 

 山王西部地区用排水路は、土堀水路であることから、担い手の高齢化に伴い水路機

能の維持管理が困難になっているため、整備工事を実施し、生産者の労力軽減、営農

意欲の向上を図ります。 

 

・消防ポンプ自動車の更新 

【新規】消防ポンプ自動車の購入 32,109千円［消防本部・警防課］P.118 

戸頭署に配備されている平成 5年式消防ポンプ自動車を更新し、消防体制の充実強

化を図ります。 

 

・いばらき消防救急無線・指令センター設備更新 

【継続】いばらき消防救急無線・指令センター更新費負担金 35,094千円 

［消防本部・総務課］P.116 

令和 2年度からの 3ヵ年で実施する、いばらき消防救急無線・指令センターの設備

更新に対し、負担割合に応じて負担金を支出し、地域住民の安全・安心に万全を期す

体制を構築します。 

 

・消防団活動の充実 

【新規】消防団車両の更新 20,918千円［消防本部・警防課］P.118 

市民の安全を確保するため、消防団に配備されている車両の更新を行います。令和

3 年度は、第 1 分団（取手 1～3 丁目、新町 1～6 丁目、中央町）の 1 台を予定してい

ます。 

【継続】消防団員準中型運転免許取得助成事業 300千円［消防本部・総務課］P.117 

消防団員の準中型運転免許取得の助成を行い、消防団員の確保を図ります。 
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≪その他≫ 

・タブレットによるオンライン会議・ペーパーレス推進事業 

【継続】タブレットによるオンライン会議・ペーパーレス推進事業 1,489千円 

［議会事務局］P.16 

 オンライン会議やペーパーレス会議のアプリケーションを組み込んだタブレット

PCの活用により、各種オンライン会議を実施するとともに、議案書をはじめとした議

会関係資料のペーパーレス化を推進していきます。 

 

・RPA・AI-OCR の導入 

【新規】RPA・AI-OCRの導入 6,237千円［政策推進課］P.26 

 RPA（定型事業プロセスの自動化技術）と AI-OCR（手書き帳票読み取りシステム）

を組み合わせたシステムを導入することにより、申請書の受付業務や請求書の入力業

務、口座振替の登録業務等の大量で定型的な業務を自動化し、業務の効率化と市民サ

ービスの向上を図ります。 

 

・公共施設等総合管理計画第１次行動計画策定事業 

【継続】公共施設等総合管理計画第１次行動計画策定事業 6,215千円 

［公共施設整備課］P.27 

 長期的視野に立った公共施設の全体最適化と持続可能な自治体経営の両立を図る

ため、令和 2年度に引き続き、公共施設等総合管理計画の第１次行動計画を策定しま

す。 

 

・ひきこもり対策推進事業 

【継続】ひきこもり相談支援事業 1,712千円［社会福祉課］P.43 

ひきこもり相談については専門性を有する支援が必要であるため、定期的に外部の

団体にアドバイザーとして助言をいただき、ひきこもり相談のスキルを高め支援の充

実を図ります。 

 

・生活困窮者支援事業 

【新規】生活困窮者就労準備支援事業 1,253千円［社会福祉課］P.44 

生活困窮状態者または被保護者であって、一般就労に直ちに就くことが困難な者に

対し、一般就労のための基礎能力を身につけることを支援し、安定的な就労に就くこ

とにより、生活困窮状態からの脱却を図ります。 

【新規】生活困窮者家計改善支援事業 1,290千円［社会福祉課］P.44 

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供や専門的な助言

等を行い、早期に生活の改善を図ります。また、被保護世帯については生活保護受給

中から家計管理のスキルを身につけ、安定した家計管理により、保護脱却後の再受給

防止を図ります。 
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・要保護児童等情報共有システム構築事業 

【新規】要保護児童等情報共有システム構築事業 330千円［子育て支援課］P.58 

児童相談所・市町村の児童虐待に関する情報をより効率的・効果的に共有するため、

全国統一のシステムが令和 3年度に開始されることから、システム利用に伴う児童相

談システムの改修を行います。 

 

・戸頭北保育所廃止に伴う経費 

【新規】戸頭北保育所廃止に伴う経費 2,522千円［子育て支援課］P.60・63・67・68 

 令和 3年度で廃止が決定した戸頭北保育所について、移籍する児童の保護者へ移籍

にかかる費用の補助金交付、移籍児童のアフターフォローを行う巡回相談を実施しま

す。また、老朽化した保育所施設の解体工事実施設計を行います。 

 

・医療関連事業 

【継続】公的病院等運営費補助金 120,964千円［保健センター］P.72 

市民の健康を守り、医療環境の確保・充実を図るため、JAとりで総合医療センター

及び取手北相馬保健医療センター医師会病院に運営費を補助します。 

【継続】予防接種・風しん抗体検査事業 245,876千円［保健センター］P.72 

BCG、MR、B型肝炎等の定期予防接種及びおたふくかぜ、小児インフルエンザ、高齢

者肺炎球菌等の任意予防接種を行うとともに、昭和 37年 4月 2日から昭和 54年 4月

1 日までの間に生まれた男性を対象に無料で風しん抗体検査を行い、検査の結果、抗

体がない場合には予防接種を実施します。 

 


