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平成２６年度の主要事業概要

１）安全・安心のまちづくり

≪雨水排水対策事業≫

雨水幹線や排水路の整備・改修等を行い、雨水による浸水被害をなくし、

居住環境の整備向上を図ります。

【新規】新取手三丁目雨水排水整備事業（25,209 千円）（排水対策課）P.126

新取手三丁目地区の冠水被害緩和のため、U字溝の整備を行います。

【新規】野々井大門地区雨水排水整備事業（15,196 千円）（排水対策課）P.126

野々井大門地区の冠水被害緩和のため、排水工事に伴う詳細設計

を行います。

【継続】稲雨水幹線整備事業（13,409 千円）（排水対策課）P.126

上流部である白山五丁目地区の冠水被害緩和のため県施工による

国道 294 号線の道路改良工事に合わせて管渠整備を行います。

【継続】野々井地区雨水排水整備事業（34,560 千円）（排水対策課）P.126

野々井地区旧県道部の冠水被害緩和のため、U字溝の整備を行いま

す。

【継続】藤代地区雨水排水整備事業（11,000 千円）（排水対策課）P.126

小林住宅地区の冠水被害緩和のため、U字溝の整備を行います。

≪公共施設整備事業≫

公共施設の老朽化やバリアフリー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】本庁舎再生可能エネルギー導入事業（50,000 千円）（管財課）P.25

地域防災の拠点づくりを推進するために、非常災害時に災害対策

本部が設置される本庁舎に太陽光発電・蓄電池を設置します。

【継続】本庁舎耐震補強大規模改修事業（397,040 千円）（管財課）P.25

本庁舎の耐震補強工事及び屋上の防水や各階トイレ、空調設備等

の大規模改修工事を実施し、安全で快適な庁舎環境を整えます。

【新規】働く婦人の家・勤労青少年ホーム改修事業（15,444 千円）

（産業振興課）P.107

老朽化が進んでいる働く婦人の家・勤労青少年ホームの防水改

修・シーリング工事を行います。

【新規】分庁舎改修事業（49,600 千円）（都市計画課）P.117

都市整備部とこども発達センターがある分庁舎に、エレベーター

※課名の次にあるページ番号は、
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を整備し、バリアフリー化を図ります。

【新規】西方住宅排水設備整備事業（2,000 千円）（管理課）P.135

下水道設備が未整備の市営住宅について、居住環境の改善を図る

ため排水設備工事に伴う実施設計を行います。

【継続】大利根住宅排水設備整備事業（23,100 千円）（管理課）P.135

下水道設備が未整備の市営住宅について、居住環境の改善を図る

ため排水設備工事を行います。

【新規】消防署耐震補強大規模改修事業（35,474 千円）

（消防本部・総務課）P.138

防災拠点としての機能強化を図るため、消防署の耐震補強及びト

イレ等の改修を行います。吉田消防署は工事、戸頭消防署は実施設

計を行います。

【継続】放課後子どもクラブ室整備事業（211,628 千円）

（スポーツ生涯学習課）P.164

放課後等に小学生達が安全で健やかに過ごせる活動拠点として、

放課後子どもクラブ室を設置し、子ども達の健全育成と子育て支援

の充実を図っています。平成 26 年度は、寺原小、吉田小、戸頭東小

で、クラブ室の新築工事を行います。

【継続】取手グリーンスポーツセンター設備改修事業（24,217 千円）

（スポーツ生涯学習課）P.170

取手グリーンスポーツセンターは、オープン後 23 年が経過してい

ることから、年次的に修繕、設備の更新を行い、市民の健康増進に

寄与します。

【新規】市民会館ボーダーケーブル改修事業（9,364 千円）（文化芸術課）P.163

市民会館の施設・設備の老朽化に対応するため、年次計画の基に

修繕、更新を行っています。平成 26 年度はボーダーケーブル（照明

用電源ケーブル）の改修工事を行い、適切な維持管理に努めます。

【新規】白山公民館改修事業（25,740 千円）（公民館）P.165

白山公民館の屋根及び外壁の改修工事を行い、利用者の安全性と

利便性の向上を図り、適切な維持管理に努めます。

≪市道整備事業≫

市道の改良工事や維持工事を行い、居住環境の整備向上を図ります。

【新規】西一・二丁目道路整備事業（10,185 千円）（道路課）P.112

舗装の老朽化等により振動や騒音が生じている箇所について道路

維持工事に伴う調査設計を行います。
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【新規】双葉道路改良事業（34,141 千円）（道路課）P.113

双葉地区が茨城県警より「ゾーン 30」の区域指定を受けたため、

注意喚起を促す路面標示の設置など安全対策工事を行います。併せ

て、道路改良が完了していない未整備区間についても道路改良工事

に伴う測量設計を行います。

【新規】下高井田向道路改良事業（16,481 千円）（道路課）P.115

安全な通学路の整備のために歩道整備を含めた道路改良工事を行

います。

【継続】ふれあい道路整備事業（60,588 千円）（道路課）P.112

交通量が多いため舗装の痛みが激しい箇所について道路維持工事

を行います。

【継続】清水道路改良事業（13,000 千円）（道路課）P.113

幹線道路であるが、幅員が狭く歩道が確保されていないため歩道

整備を含めた道路改良工事を行います。

【継続】新川道路改良事業（70,373 千円）（道路課）P.113

安全な歩行空間の確保のため歩道整備工事を行います。

【継続】野々井陣屋原道路整備事業（35,708 千円）（道路課）P.113

ゆめみ野地区のまち開きに伴う交通量の増加に対応し、通学路の

安全確保を図るため、交差点改良工事を行います。

【継続】藤代箕輪前道路改良事業（39,125 千円）（道路課）P.113

幅員が狭く車両の相互通行が困難なため道路改良工事を行います。

≪道路ストック点検修繕計画及び橋梁長寿命化修繕計画の策定≫

道路舗装、橋梁及び付属施設等の老朽化に伴い、災害等による重大な事故

等の恐れがある施設の点検及び計画的な修繕を行うことにより、予防保全型

の維持管理を行います。

【新規】道路ストック点検修繕計画の策定（12,129 千円）（管理課）P.111

道路舗装や横断歩道橋等の道路ストックについて、道路利用者及

び第三者の被害を防止する観点から、損傷状態を把握するための点

検を行い、維持管理修繕計画を策定します。平成 26 年度は、利用度

の高い幹線道路の点検を行います。

【継続】橋梁長寿命化修繕計画の策定（1,500 千円）（管理課）P.111

高度成長期に築造された橋梁の修繕計画を策定することにより、

計画的な修繕を行い、財政負担の平準化を図りながら、50 年の寿命

を 100 年に延ばし安全な交通環境の整備を図ります。
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≪小中学校整備事業≫

学校施設の耐震補強、増築、改修等の工事実施設計と建物施設の改修工事

を行うことにより、児童・生徒が安全で快適な学校生活が送れる教育環境の

整備を図ります。

【新規】小学校空調設備設置工事実施設計委託(7,200 千円)

（教育総務課）P.150

児童の教育環境の向上を図るため、小学校に空調設備を設置する

ための実施設計を行います。

【新規】永山小再生可能エネルギー導入事業(47,000 千円)

（教育総務課）P.151

地域防災の拠点づくりを推進するために、非常災害時に地域住民

の応急避難場所となる学校施設に太陽光発電・蓄電池を設置します。

【新規】小学校大規模改造工事実施設計委託(26,000 千円)（教育総務課）P.151

児童の教育環境の向上を図るため、小学校の大規模改造工事の実

施設計を行います。

（内訳） 稲小校舎・体育館 （11,700 千円）

高井小校舎・体育館 （9,700 千円）

藤代小校舎 （4,600 千円）

【新規】藤代中体育館耐震補強工事実施設計委託（10,130 千円）

（教育総務課）P.155

生徒の教育環境の向上を図るため、藤代中学校の体育館の耐震補

強工事を行うための実施設計を行います。

≪消防救急無線・指令センター共同整備事業≫

消防救急無線のデジタル化及び県内 34 市町 21 消防本部による共同指令セ

ンターを整備します。大規模・広域災害時における応援の対応力強化を図る

とともに、119 番を 1カ所で受け付けることにより、病院情報等の共有による

搬送時間の短縮を図ります。

【新規】消防救急無線・指令センター共同整備負担金（156,177 千円）

（消防本部・指令課）P.139

≪高規格救急自動車の更新≫

市民の安全を確保するため、吉田消防署に配備されている車両の更新を行

い、救急体制の充実を図ります。

【新規】高規格救急自動車の購入（37,000 千円）（消防本部・警防課）P.141

≪消防団車両の更新≫

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
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す。

【継続】第 14 分団・第 20 分団小型ポンプ積載車の購入（16,000 千円）

（消防本部・警防課）P.140

≪救急救命士養成事業≫

救急救命士法に基づく高度な救命処置を行うため、救急救命士を養成し、

救命効果のさらなる向上を図ります。（救急救命士資格取得者 27 名）

【継続】救急救命士養成事業（2,729 千円）（消防本部・警防課）P.139

≪空き家等の適正管理事業≫

近年市内において増加している空き家等について、管理不全な状態で維持さ

れることのないよう、現場把握、調査、所有者への依頼等を実施します。

【継続】空き家等の適正管理事業（2,352 千円）（安全安心対策課）P.20

≪防災行政無線支柱更新事業≫

市内に設置されている防災行政無線のうち、支柱が老朽化しているものの

建替を年次計画により実施し、安全性の確保を図ります。

【継続】防災行政無線柱建替工事（29,163 千円）（安全安心対策課）P.35

≪災害時用備蓄食糧等購入事業≫

非常用食糧や避難所用備蓄品等を年次計画により整備し、災害発生時の市

民生活の安全・安心の確保に備えます。

【継続】災害時用備蓄食糧等購入（7,119 千円）（安全安心対策課）P.35

≪被災者支援事業≫

東日本大震災により、住居等の建物が半壊以上の被災を受けた市民を対象

に、災害援護資金貸付、被災住宅復興支援利子補給補助を行い、被災住宅復

旧や生活再建のための一助とします。

【継続】災害援護資金貸付金（2,500 千円）（社会福祉課）P.35

【継続】被災住宅復興支援利子補給補助金（509 千円）（社会福祉課）P.35

≪避難者支援事業≫

東日本大震災または原発事故による避難者に対して、生活基盤確保のため、

市が民間住宅を借上げ、応急仮設住宅として避難者に貸与します。

【継続】応急住宅借上料（26,696 千円）（社会福祉課）P.36

≪放射能対策事業≫

平成 25 年度までに実施した除染作業等に引き続き、平成 26 年度は事後の
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モニタリングを継続して行います。

また、市立小中学校の給食食材及び完成品、一般家庭の食材について放射能

検査を行います。

【継続】放射能対策事業（28,949 千円）(放射能対策課) P.92

≪農畜産物放射能測定事業≫

茨城みなみ農業協同組合及び取手市、守谷市、つくばみらい市で構成する

原発事故農畜産物損害賠償協議会で導入した放射能測定システムにかかる光

熱水費及び測定に伴う消耗品代等を負担することにより、円滑な運用を図り

ます。

【継続】原発事故農畜産物損害賠償対策協議会負担金（100 千円）

（農政課）P.37

≪給食食材放射性物質検査≫

給食の安全・安心を確保することを目的とし、児童・生徒に提供する給食

食材の安全性を確認するため、市内保育所及び小・中学校の給食食材の放射

性物質検査を実施します。

【継続】保育所給食食材検査（305 千円）（子育て支援課）P.37

【継続】小・中学校給食食材検査（196 千円）（学務給食課）P.37

２）市民の健康増進事業

≪健康づくり推進事業≫

【新規】健康運動教室実施事業（9,302 千円）（健康づくり推進室）P.50

高性能歩数計を使用し、「e-wellness」システムを使った運動デー

タの管理・分析を行うことで、一人ひとりの体組成・体力・身体活

動量・ライフスタイルに応じた個別の運動・栄養のプログラムを提

供する健康運動教室を実施します。

【新規】食育指導事業（300 千円）（保健センター）P.79

食育の指導に必要な備品等を購入し、取手市ヘルスメイト協議会

と協力して JA 茨城みなみ農産物直売所「夢とりで」において食育の

指導・啓発を行い、市民の健康の維持・増進を図ります。

【継続】健康遊具設置工事（4,804 千円）（高齢福祉課）P.63

高齢化社会における市民の健康維持・増進に役立てるため、健康

遊具を設置します。平成 26 年度は、これまでの小貝川河川敷の他に、

（仮称）ウェルネスプラザを拠点とし、新たにウォーキングのモデ

ルコースとして整備を進めている、都市計画道路 3･4･3 号線沿いの
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スペースにも設置することで、より多くの市民の健康づくりを図り

ます。

≪医療関連事業≫

【継続】ぬくもり医療支援事業（86,900 千円）（国保年金課）P.65

平成 25 年 10 月より乳児や小児の通院、入院時の医療費助成事業

について助成対象を小学校 6 年生まで拡大し、受給に係る所得制限

も撤廃しました。医療費に係る保護者の負担を軽減し、子育て支援

に寄与します。

【新規】不妊治療助成事業（4,700 千円）（保健センター）P.85

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する

費用の一部を助成します。

【新規】公的病院等運営費補助金（125,000 千円）（保健センター）P.81

市民の健康を守り、医療環境を確保充実させるため、国の特別交付

税措置を活用してJAとりで総合医療センターに運営費を補助します。

≪母子健康教育事業≫

【新規】BP プログラム事業（17 千円）（保健センター）P.84

0 歳の子を持つ母親を対象に新たな教育プログラムを実施します。

育児不安を抱える母親の不安を軽減し、母子ともに健全な成長を図

ります。

≪精神保健事業≫

【新規】メンタルチェックシステム「こころの体温計」委託（193 千円）

（保健センター）P.86

携帯電話やパソコンで簡単に自分のこころの状態をチェックする

ことができるシステムを導入します。うつ対策・自殺予防対策及び

市民のこころの健康の維持、増進を図ります。

３）取手駅西口の整備による活性化

≪取手駅北土地区画整理事業≫

取手駅の西口駅前地区として、多様な都市機能の集積と土地の高度利用の

促進を図るために、土地区画整理事業に基づき、都市基盤の整備を進めます。

【継続】取手駅北土地区画整理事業（310,202 千円）（区画整理課）P.177

駅前雨水管敷設工事委託、雨水バイパス管敷設工事、都市計画道

路 3・5・38 号線道路改良工事、物件移転等補償業務を行います。
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≪（仮称）ウェルネスプラザ整備事業≫

取手駅北地区 B 街区に、健康や育児等に関する相談機能や、健診機能、運

動・リハビリ機能などに加え、多世代の人々が交流可能な多目的ホールなど

を備えた（仮称）ウェルネスプラザを整備します。また、野外ステージなど

を備えた多目的広場公園もあわせて整備します。

【継続】（仮称）ウェルネスプラザ整備事業（864,024 千円）

（中心市街地整備課）P.179

（仮称）ウェルネスプラザ整備工事（平成 25～27 年度継続費）及

び工事に伴う補償を行います。

≪取手駅北地区建築物整備事業≫

取手駅北土地区画整理事業の進捗にあわせ、A街区と駅前広場の基本計画を

策定し、都市基盤整備の事業効果の早期発現を図ります。

【新規】取手駅西口 A街区・駅前広場基本計画策定事業（13,500 千円）

（中心市街地整備課）P.179

４）地域活性化につながる事業の推進

≪都市計画道路事業≫

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・4・3号上新町環状線（井野工区）整備事業

（155,787 千円）（道路課）P.123

環状線としての機能とともに、国道 6号線、国道 294 号線の南北、

東西の交通の分散により、市街地の混雑緩和や住環境の向上を図り

ます。

【継続】都市計画道路 3・4・7号取手東口城根線整備事業

（23,501 千円）（道路課）P.124

歩道等を整備することにより、安全で快適な道路交通環境の整備

を図ります。

≪都市計画事業≫

均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与するため、都市の健全な発展と秩

序ある市街地形成を図ります。

【継続】都市計画見直し策定事業（8,090 千円）（都市計画課）P.116

国道 6 号線と都市計画道路 3・4・3 号線が交差する桑原地区につ

いて、新たな活力・雇用創出と都市の一体性の確立をめざし、商業・
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産業拠点としての土地利用を図るため、市街化区域への編入に向け

た都市計画変更調書の原案を策定します。

【新規】藤代駅北口周辺地区整備計画策定事業（4,977 千円）

（都市計画課）P.116

道路管理者である県と協議を進め、交通結節地点としての機能充

実が図れるよう、整備に向けた計画を策定します。

≪買い物環境の改善≫

既存スーパーの撤退や商店街の衰退に伴い高齢者などへ影響を与えている

買い物弱者問題に対して、食料品や日用品などの販売を行う移動販売車を巡

回させ買い物環境の改善を図ります。

【継続】買い物弱者支援事業（8,230 千円）(産業振興課) P.106

≪産業活動支援事業≫

【継続】産業振興ＩＣＴ推進事業（14,540 千円）（産業振興課）P.106

市の物産品について、ホームページや Facebook 等を活用し、取手ブランド

を全国に向けて PR するとともに、市内事業者相互の参加による異業種間交流

を促進し、産業全体の活性化を図ります。

【継続】空き店舗活用事業（2,200 千円）（産業振興課）P.105

中小商業者振興及び商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用して事業

を行う出店者に対し、家賃もしくは店舗改修費の補助を行います。

【継続】産業活動支援条例に基づく奨励金事業（85,747 千円）

（産業振興課）P.104

地域経済の発展に寄与する市内企業の積極的な事業拡大に対し、産業活動

支援条例に基づき、設備投資に対する施設奨励金及び市民の新規雇用に対す

る雇用促進奨励金を交付し、地域経済の活性化を図ります。

【新規】産業振興チャレンジ支援事業（1,000 千円）（産業振興課）P.104

取手市ゆかりの資源や市の特性を活用した新商品の開発、地域ブランドの

創造などの新たな事業活動を予定している団体に対し、補助金を交付して支

援します。

≪向原公園整備事業≫

国土交通省の堤防拡幅工事により向原緑地公園のゲートボール場が用地買

収されるため、近接している向原公園に新たにゲートボール場を整備します。

併せて、老朽化している向原公園の全天候テニスコート 1 面を人工芝テニス

コートに改修し、市民の憩いの場・交流の場として、利用者の利用環境の向

上を図ります。
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【新規】向原公園整備事業（21,287 千円）（水とみどりの課）P.132

≪市民と協働による公園整備事業≫

地域住民の要望を考慮し、特徴を備えた公園の整備を行い、協働による地

域に密着した公園を目指します。

【新規】藤代駅南口 2号公園整備事業（2,743 千円）（水とみどりの課）P.132

【継続】紫水公園整備事業（3,381 千円）（水とみどりの課）P.132

５）その他新規事業

・次期総合計画方針策定事業

【新規】次期総合計画方針策定等支援業務委託（4,500 千円）

（特定政策推進室）P.28

平成23年の地方自治法改正により基本構想の策定義務がなくなっ

た中、市のまちづくりを進める上で総合計画の必要性と役割につい

て改めて検討を行います。

・公共用地利活用事業

【新規】市有地利活用構想立案基礎調査業務委託（4,500 千円）

（特定政策推進室）P.29

市保有の未利用地の有効な利活用を行うため、中長期的な利活用

構想の立案に必要な基礎調査を実施します。

・公共施設マネジメント事業

【新規】公共施設マネジメントシステム経費（1,847 千円）

（公共施設整備課）P.29

公共施設の老朽化状況等の情報を共有化・一元管理することで、

全庁横断的な施設保全管理及び公共施設の再配置を推進します。

・地区集会所等整備事業

【継続】地区集会所建設等事業費補助金（11,773 千円）（市民協働課）P.34

地区の活動拠点となる集会所等の整備事業に補助金を交付し、地

区コミュニティ活動の活性化を推進します。

・市制施行 45 周年記念に向けた準備事業

【新規】市紹介映像制作業務委託（1,800 千円）（広報広聴課）P.19

市の人口や産業、経済、施設など各分野の概要を紹介映像として
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制作し、平成 27 年度に迎える市制施行 45 周年の記念式典及びイン

ターネット配信により活用します。

【新規】市勢ガイド印刷業務委託（1,200 千円）（広報広聴課）P.19

市の情勢を総合的に紹介した冊子を編集し、市のあゆみやこれま

での取組を市民に広くお知らせします。

・自転車駐車場維持管理事業

【新規】サイクルステーションとりで管理委託（26,752 千円）

（安全安心対策課）P.31

取手駅西口にオープンする新しい自転車駐車場の管理を委託し、

市民の利便性を高めます。

・臨時給付金事業

【新規】臨時福祉給付金事業（277,310 千円）（社会福祉課）P.51

消費税率の引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、

一体改革の枠組みの中で講じる社会保障のための措置と併せ、低所

得者に対する適切な配慮を行うため、市町村税（均等割）が課税さ

れていない者を対象として、臨時福祉給付金を給付します。

【新規】子育て世帯臨時特例給付金事業（115,366 千円）（子育て支援課）P.69

消費税の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するととも

に、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、平成 26 年 1 月分の

児童手当受給者を対象に、子育て世帯臨時給付金を給付します。

・環境基本計画推進事業

【新規】環境基本計画策定支援業務委託（2,160 千円）（環境対策課）P.89

平成 15 年度に策定、平成 21 年度に見直しを行った現行の計画に

ついて、その後の状況の変化等に伴い、計画期間 10 年の中間期にあ

たる見直しを行います。

・一般廃棄物処理基本計画策定事業

【新規】一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託（1,620 千円）

（環境対策課）P.92

一般廃棄物処理基本計画は、環境省より指針が示されている一般

廃棄物処理のための中長期的な計画です。計画の策定支援業務を委

託します。
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・取手駅東口駅前広場バス停設備整備事業

【新規】取手駅東口駅前広場バス停設備整備工事（3,521 千円）

（都市計画課）P.117

取手駅東口駅前広場バス停にバスシェルターとベンチを整備し、

コミュニティバス利用者の利便性を図ります。

・教育の充実

【継続】小中連携（一貫）教育推進事業（1,356 千円）（指導課）P.145

中学校生活への適応や学力の向上などをねらった小中連携・一貫

の取組をモデル学区の研究成果を踏まえて、市内の各中学校区にお

いて推進します。

６）25 年度 3 月補正事業

平成26年度に計画していた、学校施設の耐震補強工事や大規模改造工事等が、

国の経済対策による平成 25 年度第１次補正予算（東日本大震災復興特別会計・

一般会計）の対象となったために、3 月補正予算に計上し平成 26 年度に繰越し

て実施します。

1. 平成 25 年度東日本大震災復興特別会計（第 1次補正）

[教育総務課]

事業費総額 25,000 千円

交付金額 9,046 千円、地方債額 15,800 千円

・取手一中武道場耐震補強工事監理業務委託 （ 1,000 千円）

・取手一中武道場耐震補強工事 （ 24,000 千円）

2.平成 25 年度一般会計補正予算（第 1 次補正）

[教育総務課]

事業費総額 1,032,500 千円

負担金・交付金額 285,946 千円、地方債額 746,300 千円

・吉田小校舎増築・大規模改造工事監理業務委託 （ 13,600 千円）

・吉田小校舎増築・大規模改造工事 （ 627,000 千円）

・戸頭東小校舎大規模改造工事監理業務委託 （ 6,900 千円）

・戸頭東小校舎大規模改造工事 （ 314,000 千円）

・藤代小校舎トイレ改修工事 （ 71,000 千円）


