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[担当：排水対策課]  P.199 

27  都市排水整備に要する経費  105,331,000円（91,474,000円） 

[地方債 30,000,000円 一財 75,331,000円] 

＊特財積算根拠 

[市債:都市排水路整備事業債 40,000,000円×75％＝30,000,000円] 

○ 目的 

  雨水幹線排水路整備及び一般排水路の改修を行い、雨水による浸水被害をなくし居住環

境の向上と汚水施設整備の充実を図り、汚水供用開始区域の拡大を図る。 

○ 内容 

  本年は稲雨水幹線と藤代地区雨水排水整備の調査及び設計委託と、永山地区の家屋調査

を行う。また、取手地方広域下水道組合による雨水及び汚水幹線整備として、下高井 2号

雨水幹線、北部汚水幹線、下高井特定土地区画整理関連排水、椚木雨水幹線、取手 1号雨

水幹線を行う。また、白山1丁目排水整備を鉄道事業者に委託し行うものである。 

都市排水整備事業一覧                                                （単位：円） 

事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 

2705 下高井2号雨水幹線 

 

6,262,000 

 

雨水排水整備負担金      6,262,000 

(下水道組合) 

□2,200×2,200 Ｌ＝68.4ｍ 

2720 稲雨水幹線  1,000,000  家屋調査委託料   1 件    700,000 

補償費                    300,000 

2729 北部汚水幹線 647,000 汚水排水整備負担金       647,000 

(下水道組合) 

 φ250･350 Ｌ＝129.0ｍ 

2734 白山一丁目排水整備 40,000,000  雨水排水整備工事委託  40,000,000  

Ｕ700×700 Ｌ＝197.0ｍ 

2736 下高井特定土地区画整理

関連排水整備 

18,810,000 雨水排水整備負担金     18,810,000 

(下水道組合) □2,800×2,300  

□2,800×2,500 Ｌ＝451.0ｍ 

2747 永山地区雨水排水 1,300,000 家屋調査委託料  3 件     900,000 

補償費                    400,000 

2754 椚木雨水幹線 17,323,000 雨水排水整備負担金     17,323,000 

(下水道組合) 

□2,800×2,000 Ｌ＝130.0ｍ 

□2,300×1,500 Ｌ＝65.1ｍ 
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2755 取手1号雨水幹線 16,989,000 雨水排水整備負担金     16,989,000 

(下水道組合) 

φ1,350 Ｌ＝186.0ｍ 

φ900  Ｌ＝69.0ｍ 

2756 藤代地区雨水排水整備 3,000,000 基本計画設計委託料   3,000,000 

Ａ＝2.7ｈａ 

 

2705 下高井2号雨水幹線            2720 稲雨水幹線 

  

2729 北部汚水幹線               2734 白山一丁目排水整備 
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2736 下高井特定土地区画整理関連排水    2747 永山地区雨水排水 

  
2754 椚木雨水幹線 ①         2754 椚木雨水幹線 ② 

  
2755 取手1号雨水幹線         2756 藤代地区雨水排水整備 
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3 都市計画費    7 公共下水道事業費 

[担当：排水対策課]  P.200 

2001  取手地方広域下水道組合負担金  1,909,000,000円（1,852,000,000円） 

[一財 1,909,000,000円]     

○ 目的 

  公共下水道施設整備の充実を図り、下水道（汚水）供用開始区域の拡大を図る。 

○ 内容 

・処理場施設改築施行監理委託・水処理施設更新工事 

・枝線管渠整備 面整備 35.43ha 

整備区域（戸頭・新取手・駒場・寺田・白山・井野・新町・宮和田・谷中・椚木等） 

 

3 都市計画費    8 公園緑地費 

[担当：水とみどりの課]  P.201 

0501  公園緑地事務に要する経費  3,783,000円（3,788,000円） 

[一財 3,783,000円] 

○ 目的 

  公園緑地事務の円滑な運営を図る。 

○ 内容 

  公園緑地事務に必要な旅費、消耗品費、印刷製本費及び公園・河川関係団体の負担金及

び公園管理車両の維持経費。 

   旅費                     12,000円 

   需用費                1,184,000円 

   役務費                  314,000円 

   使用料及び賃借料      1,418,000円 

   備品購入費               500,000円 

   負担金、補助及び交付金  292,000円 

   公課費                   63,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.202 

1001  緑の審議会に要する経費  84,000円（84,000円） 

[一財 84,000円] 

○ 目的 

  緑の保全と緑化の推進に関する事項を審議するための諮問機関を設置する。 

○ 内容 

  緑の審議会委員10名の報酬及び費用弁償である。 

   報酬  64,000円     旅費  20,000円 
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[担当：水とみどりの課]  P.202 

2101  みどりのリサイクル推進に要する経費  485,000円（600,000円） 

[その他 400,000円  一財 85,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:みどりの基金繰入金  400,000円] 

○ 目的 

  庭木を引き取り斡旋することにより、緑の保全と緑化の推進に対する意識の高揚を図る。 

○ 内容 

  提供庭木の引き取り及びストック場の管理 

      需用費   75,000円     

委託料  410,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.202 

2201  保存緑地・保存樹木等に要する経費  535,000円（690,000円） 

[その他 400,000円  一財 135,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:みどりの基金繰入金  400,000円] 

○ 目的 

  条例に基づき指定した貴重な緑地及び樹木等の所有者に管理費用として、助成金を支給

することにより緑の保存に努める。 

○ 内容 

(1)保存緑地・保存樹木等助成金  485,000円 

    保存樹木  59本(3,000円/本) 

    保存緑地  19箇所(10円/㎡、上限10,000円) 

    保存樹林  7箇所(200円/ｍ、上限20,000円) 

(2)保存緑地・保存樹木等緊急対策事業委託料  50,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.203 

2301  取手駅西口緑地花壇管理に要する経費  596,000円（606,000円） 

[その他 500,000円  一財 96,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:みどりの基金繰入金  500,000円] 

○ 目的 

  取手駅西口のデッキ及びロータリーの緑地と花壇の適正な管理を実施することにより、

緑の保全と緑化の推進を図る。 
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○ 内容 

  光熱水費及び管理委託料 

    需用費   60,000円     

委託料  536,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.203 

2401  市民緑地整備に要する経費  450,000円（450,000円） 

[その他 287,000円  一財 163,000円] 

＊特財積算根拠 

[財産収入:みどりの基金利子  287,000円] 

○ 目的 

  あけぼの市民緑地の適正な管理を図る。 

○ 内容 

  管理委託料   450,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.203 

2501  緑化推進に要する経費  800,000円（800,000円） 

[その他 800,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:みどりの基金繰入金  800,000円] 

○ 目的 

  緑化フェア・緑の募金・緑化ボランティアへの支援等の事業を実施することにより、緑

化の推進及び緑化に対する市民意識の高揚に寄与する。 

○ 内容 

  取手市緑化推進委員会への委託料 800,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.203 

2601  みどりの基金積立金  50,000円（50,000円） 

[その他 50,000円] 

＊特財積算根拠 

[寄附金:みどりの基金寄附金  50,000円] 

○ 目的 

  緑化推進のため、寄付金等を積み立てる。 

○ 内容 

  緑化推進のための積立金 50,000円 
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[担当：水とみどりの課]  P.203 

2701  公園維持管理に要する経費  90,762,000円（88,854,000円） 

[その他 6,271,000円  一財 84,491,000円] 

＊特財積算根拠 

[使用料:公園施設使用料  6,261,000円] 

[諸収入:雇用保険料本人負担分  10,000円] 

○ 目的 

  公園施設の維持管理を実施する。(公園数 204ヶ所) 

○ 内容 

  公園内の樹木の剪定・草刈りを実施する。また、公園施設の修繕及び遊具購入を行い公

園利用者の利便性を図る。 

   共済費                      375,000円 

   賃金                      2,359,000円 

   旅費                          4,000円 

   需用費                   14,682,000円 

   役務費                      142,000円 

   委託料                   60,784,000円 

   使用料及び賃借料          8,553,000円 

   工事請負費                 1,700,000円 

   原材料費                   1,000,000円 

   備品購入費                1,000,000円 

   負担金、補助金及び交付金    163,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.205 

2906  取手緑地運動公園整備事業  4,500,000円（0円） 

[その他 4,500,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:みどりの基金繰入金  4,500,000円] 

○ 目的 

 取手市地域防災計画において、広域避難場所に指定されている取手緑地運動公園に、地

震等災害時における水の確保等が出来るように防災井戸を設置する。 

○ 内容 

  成年・少年野球場、サッカー場の3箇所にかん水設備（防災井戸）を設置する。 

   工事請負費          かん水施設整備工事       4,500,000円 
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[担当：水とみどりの課]  P.205 

2908  市民と協働による公園整備事業  3,900,000円 新規 

[その他 3,500,000円  一財 400,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:みどりの基金繰入金3,500,000円] 

○ 目的 

  公園再整備を行なうにあたり、少子・高齢化が進む中、公園のあり方をその地区の住民

と考え協働で計画整備していくものである。 

○ 内容 

市民と協働により整備するモデルとなる公園を選び、地区懇談会等を開催し組織作りを

行ない、市民と共に公園づくりを進める。また、モデル公園にフェンス・遊具・水道等の

整備工事を実施する。 

   旅費                          32,000円 

   需用費                        68,000円 

   工事請負費  公園整備工事   3,500,000円 

   原材料費    公園用資材代     300,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.206 

3301  水辺利用推進に要する経費  1,479,000円（1,421,000円） 

[一財 1,479,000円] 

○ 目的 

  利根川河川敷等の水辺を、広く市民に利用できるよう保全・整備するとともに、イベン

ト等の開催により河川についての市民意識の高揚と、水辺利用の推進を図る。 

○ 内容 

   旅費                                  16,000円 

   需用費                                40,000円 

   役務費    賠償保険料                190,000円 

   委託料    とりで利根川河川まつり    800,000円 

              レンタサイクル            433,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.206 

3401  小堀の渡し運航に要する経費  11,925,000円（13,354,000円） 

[その他 170,000円  一財 11,755,000円] 

＊特財積算根拠 

[使用料:渡船使用料  170,000円] 
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○ 目的 

    利根川の水辺利用と利根川の歴史及び自然学習の一環として、さらに親しみのある河川

利用、水辺の充実を進めて行く上で単に河川敷の利用のみに終わるのではなく、川と対岸

を含めた一体的空間として親しみの持てる利用を図るため運航する。 

○ 内容 

運航事業にかかる船(定員12名)、船着場等の維持管理経費及び救命胴衣、錨等の年数経 

過により劣化した備品の買い替えである。小堀の渡しは3点間の運航とし、レンタサイク

ル事業と合わせて利用者増を図る。 

    報償費           5,000円 

    旅費             8,000円 

    需用費       1,117,000円 

    手数料          20,000円 

    委託料      10,081,000円 

    備品購入費     694,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.207 

3601  緑の少年団に要する経費  233,000円（255,000円）   

[その他 120,000円  一財 113,000円] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:森林愛護運動推進事業補助金 120,000円] 

○ 目的 

  緑を愛し、緑を守り・育てる活動を通じて、自然を愛し、人を愛し、自らの社会を愛す

る心豊かな人間形成を図る。 

○ 内容 

  「緑の少年団」に対する森林愛護運動推進のための補助金。 

   3団体         233,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.207 

3701  フラワーカナル事業に要する経費  1,890,000円（1,554,000円）   

[一財 1,890,000円] 

○ 目的 

  小貝川河川敷の花づくり（フラワーカナル：花の運河）を推進し、河川に対する市民意

識の高揚を図るとともに、市民の集う親しみある河川空間の創出を図る。 

○ 内容 

  年2回の花壇の管理、花まつりの開催等 
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需用費                        658,000円  

委託料                        903,000円 

補助金  7団体×47,000円      329,000円 

 

[担当：水とみどりの課]  P.207 

3801  北浦川緑地管理に要する経費  19,785,000円（19,820,000円） 

[国･県 9,892,000円  その他 32,000円  一財 9,861,000円] 

＊特財積算根拠 

[県委:北浦川緑地管理委託金 19,785,000円×1/2＝9,892,500円] 

[諸収入:北浦川緑地利用料 32,000円] 

○ 目的 

  茨城県が一級河川北浦川脇に設置し、多くの人々の利用に供されている自然豊かな施設

であり、公園利用者の利便性の向上を図るために、適正な維持管理を実施する。 

○ 内容 

  公園内の樹木の剪定・草刈り・清掃を実施する。 

    旅費                            2,000円 

    需用費                        376,000円 

    役務費                         50,000円 

    委託料                     19,341,000円 

    原材料費                       16,000円 

 

3 都市計画費    10 藤代駅南口整備事業費 

[担当：藤代駅周辺整備課 → H20区画整理課] P.209 

2101  藤代駅バリアフリーに要する経費 75,715,000円（383,855,000円） 

[地方債71,800,000円 一財3,915,000円] 

＊特財積算根拠 

[市債:合併特例債 75,680,000×95％≒71,800,000円］ 

〇 目的  

 JR常磐線藤代駅を利用する高齢者・障害者・児童などすべての利用者が、安全かつ快適

に移動できるよう藤代駅自由通路のバリアフリー化を図る。 

〇 内容 
 藤代駅自由通路のバリアフリー化を推進するために、藤代駅自由通路の工事を行う。 

・ 藤代駅自由通路工事委託料 75,680,000円 
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藤代駅バリアフリー化施設整備図 

 

 

[担当：藤代駅周辺整備課 → H20区画整理課] P.209 

2201  藤代駅南口周辺整備に要する経費  25,140,000円（9,650,000円） 

[その他 1,987,000円 一財23,153,000円] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:藤代駅南口土地区画整理事業換地清算徴収金（過年度）1,920,000円] 

[諸収入:藤代駅南口土地区画整理事業換地清算徴収金利子 67,000円] 

〇 目的 

  藤代駅南口土地区画整理事業の換地清算事務及び隣接部の工事影響補償事務を行う。 

〇 内容 
  本年度の事業内容は下記のとおり。 

(1)工事損失家屋事後調査委託料  7,900,000円 

  (2)工損補償費         17,200,000円 
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4 住宅費    1 住宅管理費 

[担当：都市政策課 → H20管理課]  P.210 

2001  市営住宅管理に要する経費  44,976,000円（44,598,000円） 

[国･県 393,000円 その他 32,603,000円  一財 11,980,000円] 

＊特財積算根拠 

[使用料:住宅使用料  32,414,000円]  

[国補:住宅費補助金 393,000円] 

[諸収入:駒場住宅汚水処理場施設維持管理費(過年度)  105,000円] 

[諸収入:住宅防火施設整備事業補助金 84,000円] 

○ 目的 

住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃の賃貸住宅を供給することにより、市

民生活の安定と、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

○ 内容 

 (1) 市営住宅管理 

管理戸数 利用戸数 空家戸数 政策空家戸数 

318戸 258戸 42戸 18戸 

工損家屋事後調査予定位置図 
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※政策空家とは、市営住宅の老朽化が著しいことから、政策的に入居募集を停止し、結

果空家となっている住宅のこと。 
 (2) 市営住宅修繕 

       小 破 修 繕                      1,200,000円 

       退去時修繕                      8,000,000円 

       床張替修繕                        800,000円 

(3) 業務委託 

       大利根住宅沈澱槽等清掃業務委託料          420,000円 

       市営住宅空地等草刈業務委託料              945,000円 

       高架水槽清掃委託料             88,000円 

       汚水雨水管清掃委託料           116,000円 

 (4) 市営住宅工事 

大利根住宅改修工事                     14,070,000円 

駒場住宅火災警報設置工事                 922,000円 

(5) 市営住宅敷地借上料  面積47,014.44㎡     17,319,000円 

 (6) 備品購入 

       住宅用火災警報器  33個          165,000円 

 

 

 

 

 

 


