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9 教育費

1 教育総務費 2 事務局費

[担当：学務給食課] P.229

2001 スクールバス運行に要する経費 14,231,000 円（16,390,000 円）

[国･県 813,000 円 一財 13,418,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:へき地児童生徒援助費等補助金 350,000 円]

[県補:市立小学校適正規模化支援事業費補助金 463,000 円]

○ 目的

遠距離通学となる児童生徒の安全な通学手段を確保する。

○ 内容

･小文間地区スクールバス運行業務委託料 7,128,000 円

･小堀地区スクールバス運行業務委託料 7,103,000 円

[担当：学務給食課] P.230

2201 通学送迎に要する経費 3,590,000 円（1,932,000 円）

[一財 3,590,000 円]

○ 目的

遠距離通学となる児童の安全な通学手段を確保する。

○ 内容

･桜が丘小学校通学送迎委託料(大留地区) 827,000 円

･永山小学校通学送迎委託料(市之代/貝塚地区) 2,100,000 円

[担当：学務給食課] P.230

2301 教育情報機器整備に要する経費 111,824,000 円（96,645,000 円）

[その他 1,800,000 円 一財 110,024,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:学校施設整備基金繰入金 1,800,000 円]

○ 目的

高度情報化社会に対応した校務処理を行うために、教育情報ネットワークを構築し、教

育委員会と小中学校の事務の効率化を図る。

○ 内容

小中学校において、児童生徒が ICT 機器を活用した授業及び教職員が校務事務を円滑に

実施するために、教育委員会と学校が情報を共有する教育情報ネットワークを構築するこ

とで、事務の効率化と個人情報の保護を図る経費である。

･教育センターシステムクラウド運用管理委託料 10,309,000 円

･教育センターシステムクラウド使用料 34,288,000 円

･教育相談センターインターネット回線工事 814,000 円

･教育相談センターネットワーク工事 1,188,000 円
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1 教育総務費 3 育英事業費

[担当：教育総務課] P.231

2101 奨学生貸付金 5,160,000 円（5,160,000 円）

[その他 3,872,000 円 一財 1,288,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:奨学金貸付金元利収入 3,872,000 円 償還者数:21 名]

○ 目的

経済的に修学が困難な大学生･短大生に奨学金を貸し付けし、有為な人材を育成する。

○ 内容

･新規分 5 人(国･公立 30,000 円/月 私立 40,000 円/月)

･貸付中 7 人(国立 3人 私立 4 人)

合 計 12 人

1 教育総務費 4 教育研究指導費

[担当：指導課] P.232

0501 教育振興に要する経費 48,411,000 円（49,475,000 円）

[一財 48,411,000 円]

○ 目的

国際化、情報化、科学技術の飛躍的な発展の中で、変化の激しい社会に対応できる児童

生徒の育成が必要である。基礎的･基本的な内容を確実に身につけさせ、自ら学び自ら考え

る力などの「生きる力」をはぐくむことができるよう、教育の充実を図る。

そこで、英語指導助手との連携による授業、地域人材を活用した授業などの実践を行う。

○ 内容

･英語指導助手業務委託料 45,144,000 円

英語指導助手(ALT)11 名(中学校各校に 1人配置、小学校は 2～3校に 1人配置)を民

間専門業者に委託する。ALT の活用により、外国語(英語)教育･国際理解教育の充実を

図る。

･地域人材活用事業講師謝礼 488,000 円

･学校問題解決サポートチーム員謝礼 38,000 円

･市立中学校生徒自殺事案調査委員会委員謝礼 552,000 円

･「わたしたちの茨城県」購入 576,000 円

･中 1･小 3 用地図印刷 529,000 円

･研究委嘱校補助金 5校 310,000 円

･その他(需用費･負担金等) 774,000 円

[担当：指導課] P.232

1001 特別支援教育に要する経費 4,513,000 円（2,835,000 円）

[一財 4,513,000 円]

○ 目的

障害のある幼児児童生徒を支援し、保護者や教職員からの相談に応じるとともに、市内

の小中学校の特別支援教育の充実を図る。
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○ 内容

専門的な知識や経験を有する特別支援教育相談員を配置、適切な就学のための就学相談

の実施、市内保幼小中における個別の相談に当たる。

･教育支援委員会委員報酬等(4 人) 89,000 円

･特別支援教育相談員報酬(3 人) 3,672,000 円

･特別支援学校との交流等自動車借上料 221,000 円

･発達検査器具購入 135,000 円

･研修会講師謝礼･検査用紙等 396,000 円

[担当：指導課] P.233

2301 適応指導事業に要する経費 25,377,000 円（25,137,000 円）

[一財 25,377,000 円]

○ 目的

教育相談センター及び学校において、学校生活における相談に応じ、支援を行う。また、

不登校児童生徒等に対応するために、児童生徒の所属小中学校や関係機関との連携のもと、

適切な援助指導を行う。学校生活における相談の対応にはその状況に応じた援助･支援が必

要である。さらに、不登校児童生徒のための適応指導教室を教育相談センターに併設する

ことにより、学習面、人間関係の面での指導支援を継続的に行い、早期の学校復帰を目指

す。

○ 内容

指導主事や相談員が、教育相談センターや併設されている適応指導教室及び学校におい

て、教科の指導、集団での活動、個別の相談業務等を行う。これらを通して、児童生徒が

自立しコミュニケーション力をつけ、学校生活に適応できるよう継続的に支援する。併せ

て保護者との面談も行い、家庭との連携を図る。電話や電子メール、来訪による面談、定

期的な学校訪問等、様々なかたちで学校生活上の相談に応じている。また、学校と連携し

た指導を図るため、各校に子どもと親の相談員を配置する。

教育相談センター及び適応指導教室は現在借用している建物の耐震性の確保が確認され

ていないため、8月をめどとし、暫定的に旧戸頭西小学校へ移転する。

･指導主事派遣負担金等 9,980,000 円

･教育相談員報酬(7 人) 8,568,000 円

･子どもと親の相談員謝礼 3,860,000 円

･教育相談センター維持管理費等 2,324,000 円

･教育相談センター移転にかかる経費 645,000 円

[担当：指導課] P.234

3901 移動学習バス委託事業に要する経費 3,189,000 円（4,627,000 円）

[一財 3,189,000 円]

○ 目的

児童生徒が校外で直接体験する学習を充実させるため、移動に必要なバスを運行して、

校外での学習活動を支援する。
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○ 内容

行き先:公共施設、福祉施設、市内スーパー･工場等

･小学校 3･4 年生(社会科見学) 2,865,000 円

･中学生(ボランティア･職場体験学習等) 324,000 円

[担当：指導課] P.234

4201 日本語指導員に要する経費 2,021,000 円（1,685,000 円）

[一財 2,021,000 円]

○ 目的

日本語指導を必要とする帰国児童生徒及び外国人児童生徒への日本語の指導を通して、

学校生活を援助する。

○ 内容

臨時職員賃金 6人 2,021,000 円

(1)学校での日本語指導への協力

(2)教科書･指導資料等の翻訳

(3)学校での保護者との通訳等

[担当：指導課] P.235

4501 学力向上推進事業に要する経費 5,054,000 円（4,471,000 円）

[国･県 1,976,000 円 一財 3,078,000 円]

＊ 特財積算根拠

[県補:地域の教育支援体制等構築事業費補助金 320,000 円]

[県委:学びの広場サポートプラン委託金 1,656,000 円]

○ 目的

児童生徒に基礎的･基本的な内容の習得を図り、確かな学力を育成するため、指導体制

や指導方法の確立など授業力の向上を目指した取組を中心に事業を進め、教員の資質向上

を図る。

○ 内容

国語や算数･数学については、指導方法や指導体制の改善に関する研修会や講演会を通

して、授業力向上など教職員の資質の向上を図る。理科では、小学校に理科特別講師を派

遣し、興味関心を高めるとともに小学校理科教育の一層の活性化及び充実を図る。

また、小学校 4年生以上及び中学 1･2 年生を対象に長期休業期間中等、特に算数･数学

における基礎学力の習得を図ることで、児童生徒の学ぶ意欲の向上を図り確かな学力を育

成する。

土曜日学習支援については、取手市内の小学校高学年を対象に学習の機会と場所を提供

し、子供達に自ら進んで学習する習慣を身に付けさせ、学力向上を図る。

･学力向上に関する特色ある取組経費 2,000,000 円

･理科特別講師謝礼 336,000 円

･夏休み算数スクール支援員謝礼 490,000 円

･学びの広場サポーター謝礼(小学校) 810,000 円

･学びの広場サポーター謝礼(中学校) 846,000 円
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･土曜日学習支援員謝礼等 480,000 円

･消耗品(教材作成材料代)等 92,000 円

[担当：指導課] P.235

4801 小中連携教育推進事業に要する経費 1,515,000 円（1,688,000 円）

[一財 1,515,000 円]

○ 目的

学力の向上、学校生活への適応、教員の力量向上と学校全体の活性化をねらいとした小

中連携の取組を、モデル学区の研究成果を踏まえて各中学校区の実態に応じて推進する。

○ 内容

小中連携教育を推進するために、3つの柱と 6 つの視点を提示し、それを踏まえた具体

的な施策を市内の各中学校区において実践する。

※3つの柱

1 学力の向上

2 学校生活への適応

3 教員の力量向上と学校全体の活性化

6つの視点

1 教育課程の連続性や教育内容の一貫性

2 学力向上対策の一貫性

3 教科担任制への適応

4 児童生徒間の交流

5 生徒指導の一貫性や学校生活への適応

6 小中教師それぞれの特長を生かした教師間の交流

事業の取組を充実させるため、9年間を貫くキャリア教育を支援する地域人材等の活用

や、児童生徒の交流活動に係る移動用バスの運行などの環境整備を行う。

･キャリア教育に係る地域人材等への謝礼 510,000 円

･児童生徒の交流活動用楽器運搬費 454,000 円

･児童生徒の交流活動移動用自動車借上料 551,000 円

[担当：指導課] P.235

5001 外部施設を活用した水泳学習推進事業に要する経費 19,288,000 円（2,198,000 円）

[一財 19,288,000 円]

○ 目的

小学校及び中学校の水泳学習を外部施設の屋内プールを活用し、夏季以外でも水泳学習

を行うことにより、計画的･効率的に学習を進め、水泳授業の充実を図る。

○ 内容

小学校は白山小･取手東小･宮和田小の 3校で民間プールを活用し、中学校は取手一中を

除く 5校で取手グリーンスポーツセンターを活用して、水泳学習を行う。取手一中は旧取

手一中のプールを活用する。児童生徒の移動は安全面を配慮し市有バスと借上げバスを利

用する。

･水泳学習業務委託料(小学校 3 校) 5,510,000 円
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･水泳学習業務委託料(中学校 5 校) 2,847,000 円

･バス借上料(小学校) 6,027,000 円

･バス借上料･市バス等運転業務委託料(中学校) 4,904,000 円

1 教育総務費 5 青少年育成費

[担当：スポーツ生涯学習課] P.236

1001 青少年健全育成に要する経費 11,017,000 円（10,925,000 円）

[国･県 51,000 円 その他 11,000 円 一財 10,955,000 円]

＊ 特財積算根拠

[県補:青少年相談員店舗訪問業務補助金 51,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 11,000 円]

○ 目的

青少年センターを核とした特別青少年相談員、青少年相談員による相談活動及び街頭指

導を通じ、青少年及び保護者の悩みの解消･軽減に寄与するとともに、青少年の非行や犯罪

被害の未然防止に努める。

青少年健全育成関係団体に対し助成を行い、団体が行う青少年向け事業の活性化に寄与

するとともに、団体への加入促進を図り、地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組む市民

意識の向上を目指す。

○ 内容

･報酬

青少年相談員報酬(56 人) 6,317,000 円

特別青少年相談員報酬(2 人) 2,712,000 円

･負担金、補助及び交付金

青少年健全育成団体負担金及び補助金 1,101,000 円

2 小学校費 1 学校管理費

[担当：学務給食課] P.237

2001 小学校管理に要する経費 239,624,000 円（247,606,000 円）

[その他 5,755,000 円 一財 233,869,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:学校開放小学校体育館使用料 1,445,000 円]

[繰入金:学校施設整備基金繰入金 4,200,000 円]

[諸収入:取手小太陽光発電による売電料 12,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 98,000 円]

○ 目的

学校運営全般にかかる経費であり、学校環境の維持及び充実を図る。

○ 内容

主な経費は、学校の需用費である。

･学校活性化 TT(ティームティーチング)特別配置事業により、少人数指導加配のない小

学校に非常勤講師を配置し、課題別学習や多様な学習、個々に応じた学習を行い、児

童の基礎力の定着を図る。 6,013,000 円
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･障害のある児童が在籍する小学校に教育補助員を配置し、学校生活を支援する。

70,011,000 円

･学校司書を全小学校に配置する。 13,038,000 円

･諸備品(ブランコ･チャイム音源等)の購入を行う。

2,656,000 円

[担当：学務給食課] P.240

2201 小学校保健衛生に要する経費 29,279,000 円（28,491,000 円）

[その他 1,992,000 円 一財 27,287,000 円]

＊ 特財積算根拠

[負担金:日本スポーツ振興センター災害給付負担金

460 円×(4,780－449)人≒1,992,000 円]

○ 目的

学校保健安全法に基づき、児童及び教職員の定期健康診断を実施することにより、健康

管理と健康保持を図る。

○ 内容

児童及び教職員の定期健康診断を実施するための学校嘱託医･歯科医等の報酬及び検診

委託料(心臓検査、小児生活習慣病検査、教職員生化学検査等)である。

また、学校検診用備品及び学校環境検査用備品を購入する。

2 小学校費 2 教育振興費

[担当：学務給食課] P.241

2101 小学校教育設備及び教材費に要する経費 25,915,000 円（24,944,000 円）

[国･県 702,000 円 その他 1,400,000 円 一財 23,813,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:理科教育設備整備費等補助金 1,404,000 円×1/2＝702,000 円]

[繰入金:ふるさと取手応援基金繰入金 1,400,000 円]

○ 目的

児童用教材教具及び学校図書の整備を図る。

○ 内容

一般教材教具及び図書、理科備品を整備するとともに、老朽化した備品の更新に要する

経費である。

[担当：学務給食課] P.242

2201 小学校コンピュータ整備に要する経費 45,720,000 円（46,941,000 円）

[一財 45,720,000 円]

○ 目的

高度情報化社会に対応した学習活動を行うために、教育情報ネットワークを利用した教

育環境の充実を図る。

○ 内容

･主に、パソコン教室で児童 1人 1 台が利用できるパソコン使用料に要する経費である。
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･小学校 14 校パソコン教室リース料 44,518,000 円

[担当：学務給食課] P.242

2301 要保護･準要保護児童就学奨励費 36,551,000 円（35,853,000 円）

[国･県 3,824,000 円 一財 32,727,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:要保護児童就学援助費補助金 74,470 円×1/2≒37,000 円]

[国補:特別支援教育就学奨励費補助金 6,451,600 円×1/2≒3,225,000 円]

[県補:県被災児童就学支援等事業補助金 562,990×10/10≒562,000 円]

○ 目的

学校教育法に基づき、経済的理由により就学困難な児童の保護者に対し、教育費の援助

を行うことで教育環境の向上を図る。

○ 内容

給食費、学用品費、新入学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費の援

助に要する経費である。

要保護児童数 20 人

準要保護児童数 425 人

※準要保護児童数には、東日本大震災の被災児童 8人を含む。

[担当：指導課] P.242

2901 小学校特別活動助成に要する経費 2,781,000 円（2,781,000 円）

[一財 2,781,000 円]

○ 目的

音楽発表会、体育大会、その他の諸発表大会等を通して児童の各種活動への参加意欲を

高める｡

○ 内容

･音楽発表会･コンクール派遣自動車借上料 1,290,000 円

･音楽発表会･コンクール楽器運搬費 100,000 円

･体育事業補助金 1,310,000 円

･賞状印刷代 81,000 円

2 小学校費 3 学校建設費

[担当：教育総務課] P.243

2101 小学校施設整備に要する経費 22,078,000 円（49,680,000 円）

[その他 7,300,000 円 一財 14,778,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:学校施設整備基金繰入金 7,300,000 円]

○ 目的

白山小体育館の床の損傷等、藤代小自家発電設備の劣化が著しいことから改修を行う。

また、取手小･藤代小の電波障害が解消したエリアの支柱等の撤去を行う。学校施設の営繕

工事を実施し、安全かつ快適な教育環境の充実を図る。
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○ 内容

･工事請負費 体育館改修工事 2,506,000 円

･工事請負費 電波障害施設撤去工事 1,964,000 円

･工事請負費 小学校消防設備改修工事 5,708,000 円

･工事請負費 施設管理営繕工事 11,500,000 円

2 小学校費 4 学校給食費

[担当：学務給食課] P.244

2001 給食運営に要する経費 279,227,000 円（280,807,000 円）

[その他 178,565,000 円 一財 100,662,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:小学校給食代自校分 178,534,000 円 ※児童月額 4,370 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 31,000 円]

○ 目的

子どもたちに安全な食材による給食を提供することで、体力の増進と望ましい食習慣の

形成を図ることを目標に、学校給食の円滑な運営を図る。

○ 内容

･賄材料費 178,534,000 円

･学校給食調理業務委託料 75,480,000 円

6 校分(取手小、白山小、寺原小、永山小、取手西小、戸頭小)

[担当：学務給食課] P.245

2101 給食施設整備に要する経費 4,734,000 円（3,216,000 円）

[その他 1,400,000 円 一財 3,334,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:学校施設整備基金繰入金 1,400,000 円]

○ 目的

給食施設、設備の整備を図ることで、給食室内の衛生管理を強化する。

○ 内容

･施設修理、調理器具の修繕を実施する。

･給食用備品を購入する。

3 中学校費 1学校管理費

[担当：学務給食課] P.246

2001 中学校管理に要する経費 83,725,000 円（81,007,000 円）

[その他 4,707,000 円 一財 79,018,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:学校開放中学校体育館使用料 680,000 円]

[使用料:学校開放中学校武道場使用料 98,000 円]

[繰入金:学校施設整備基金繰入金 3,900,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 29,000 円]
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○ 目的

学校運営全般にかかる経費であり、学校環境の維持及び充実を図る。

○ 内容

主な経費は、学校の需用費である。

･学校生活の支援を必要とする障害のある生徒が在籍する中学校に教育補助員を配置す

る。 6,557,000 円

･学校司書を全中学校に配置する。 5,588,000 円

[担当：学務給食課] P.249

2201 中学校保健衛生に要する経費 14,834,000 円（15,222,000 円）

[その他 980,000 円 一財 13,854,000 円]

＊ 特財積算根拠

[負担金:日本スポーツ振興センター災害給付負担金

460 円×(2,426－295)人≒980,000 円]

○ 目的

学校保健安全法に基づき、生徒及び教職員の定期健康診断を実施することにより、健康

管理と健康保持を図る。

○ 内容

生徒及び教職員の定期健康診断を実施するための、学校嘱託医･歯科医等の報酬及び検診

委託料(心臓検査、小児生活習慣病検査、教職員生化学検査等)である。

また、学校検診用備品を購入する。

3 中学校費 2 教育振興費

[担当：学務給食課] P.250

2101 中学校教育設備及び教材費に要する経費 15,391,000 円（15,145,000 円）

[国･県 648,000 円 その他 600,000 円 一財 14,143,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:理科教育設備整備費等補助金 1,296,000 円×1/2＝648,000 円]

[繰入金:ふるさと取手応援基金繰入金 600,000 円]

○ 目的

生徒用教材教具及び学校図書の整備を図る。

○ 内容

一般教材教具及び図書、理科備品を整備するとともに、老朽化した備品の更新に要する

経費である。

[担当：学務給食課] P.250

2201 中学校コンピュータ整備に要する経費 24,475,000 円（24,475,000 円）

[一財 24,475,000 円]

○ 目的

高度情報化社会に対応した学習活動を行うために、教育情報ネットワークを利用した教

育環境の充実を図る。
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○ 内容

･主に、パソコン教室で生徒 1人 1 台が利用できるパソコン使用料に要する経費である。

･中学校 6校パソコン教室リース料 23,847,000 円

[担当：学務給食課] P.251

2301 要保護･準要保護生徒就学奨励費 33,363,000 円（33,846,000 円）

[国･県 1,142,000 円 一財 32,221,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:要保護生徒就学援助費補助金 182,770 円×1/2≒91,000 円]

[国補:特別支援教育就学奨励費補助金 1,732,770 円×1/2≒866,000 円]

[県補:県被災生徒就学支援等事業補助金 185,410 円×10/10≒185,000 円]

○ 目的

学校教育法に基づき、経済的理由により就学困難な生徒の保護者に対し、教育費の援助

を行うことで教育環境の向上を図る。

○ 内容

給食費、学用品費、新入学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費の援

助に要する経費である。

要保護生徒数 12 人

準要保護生徒数 280 人

※準要保護生徒数には、東日本大震災の被災生徒 2人を含む。

[担当：指導課] P.251

2901 中学校特別活動助成に要する経費 19,231,000 円（16,871,000 円）

[一財 19,231,000 円]

○ 目的

音楽発表会、体育大会、その他の諸発表大会等を通して生徒の各種活動への参加意欲を

高める｡

○ 内容

･音楽発表会･体育大会等派遣自動車借上料 10,800,000 円

･音楽発表会等楽器運搬費 800,000 円

･各種大会参加負担金 720,000 円

･取手市中学校体育連盟･体育大会等補助金 6,800,000 円

･運動部活動外部指導者損害保険料 19,000 円

･賞状印刷代･中学校バンドフェスティバル消耗品等 92,000 円

3 中学校費 3 学校建設費

[担当：教育総務課･学務給食課] P.251

2001 中学校施設整備に要する経費 19,260,000 円（389,940,000 円）

[地方債 4,500,000 円 その他 5,800,000 円 一財 8,960,000 円]

＊ 特財積算根拠

[市債:合併特例債 4,800,000 円×95%≒4,500,000 円]
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[繰入金:学校施設整備基金繰入金 5,800,000 円]

○ 目的

中学校武道場(取手二中、永山中、戸頭中、藤代中、藤代南中)の非構造部材等(天井･屋

根等)の耐震改修工事等を進めるため実施設計を行う。

中学校の校内 LAN の機器劣化に伴う改修及び、校内で可動式情報端末を普通教室や特別

教室で更なる利活用ができるよう無線 LAN 環境を新たに整備する設計を行う。

藤代中技術棟屋根の塗装工事を行う等、学校施設の営繕工事を実施し、安全かつ快適な

教育環境の充実を図る。

○ 内容

･委託料 中学校武道場非構造部材耐震改修工事実施設計業務委託料

4,800,000 円

･委託料 中学校校内 LAN 改修工事実施設計業務委託料 1,820,000 円

･工事請負費 校舎屋根塗装工事 2,895,000 円

･工事請負費 施設管理営繕工事 8,000,000 円

[担当：教育総務課] P.252

2105 中学校建設事業に要する経費(戸頭中学校) 17,000,000 円 新規

[地方債 16,100,000 円 その他 900,000 円]

＊ 特財積算根拠

[市債:合併特例債 17,000,000 円×95%≒16,100,000 円]

[繰入金:学校施設整備基金繰入金 900,000 円]

○ 目的

老朽化の著しい戸頭中校舎の大規模改造工事(屋根、外壁、内装及びトイレ改修等)の実

施設計を行い、平成 30 年度着工に向けて準備を進める。

○ 内容

･委託料 校舎大規模改造工事実施設計業務委託料 17,000,000 円

3 中学校費 4 学校給食費

[担当：学務給食課] P.252

2001 給食運営に要する経費 155,994,000 円（156,414,000 円）

[その他 96,060,000 円 一財 59,934,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:中学校給食代自校分 96,047,000 円 ※生徒月額 4,880 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 13,000 円]

○ 目的

子どもたちに安全な食材による給食を提供することで、体力の増進と望ましい食習慣の

形成を図ることを目標に、学校給食の円滑な運営を図る。

○ 内容

･賄材料費 96,047,000 円

･学校給食調理業務民間委託料 46,840,000 円

4 校分(取手一中、取手二中、永山中、戸頭中)
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[担当：学務給食課] P.253

2101 給食施設整備に要する経費 3,955,000 円（2,070,000 円）

[その他 1,600,000 円 一財 2,355,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:学校施設整備基金繰入金 1,600,000 円]

○ 目的

給食施設、設備の整備を図ることで、給食室内の衛生管理を強化する。

○ 内容

･施設修理･調理器具の修繕を実施する。

･給食用備品を購入する。

4 幼稚園費 1 幼稚園管理費

[担当：学務給食課] P.254

2001 幼稚園管理に要する経費 12,600,000 円（12,085,000 円）

[その他 2,202,000 円 一財 10,398,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:市立幼稚園保育料(保護者負担分) 2,068,000 円]

[使用料:市立幼稚園預かり保育料 90,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 44,000 円]

○ 目的

幼稚園運営に必要な経費であり、幼稚園環境の充実を図る。

○ 内容

市立幼稚園の運営に要する経費である。

[担当：学務給食課] P.255

2101 幼稚園保健衛生に要する経費 671,000 円（660,000 円）

[その他 7,000 円 一財 664,000 円]

＊ 特財積算根拠

[負担金:日本スポーツ振興センター災害給付負担金 135 円×52 人≒7,000 円]

○ 目的

学校保健安全法に基づき、園児の定期健康診断を実施することで、園児の健康管理と健

康保持を図る。

○ 内容

園児の定期健康診断を実施するための園嘱託医･歯科医等の報酬及び検診委託料である。

4 幼稚園費 2 幼稚園振興費

[担当：学務給食課] P.256

2001 幼稚園就園奨励費補助関係経費 34,525,000 円（32,435,000 円）

[国･県 11,508,000 円 一財 23,017,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:幼稚園就園奨励費補助金 11,508,000 円]
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○ 目的

取手市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に基づき、私立幼稚園(子ども･子育て支援新制

度移行分除く)に在園する園児の保護者に対し、補助金を交付することにより、幼児の就園

を奨励し幼児教育の振興を図る。

○ 内容

世帯の所得状況等に応じ、308,000 円(年額)を上限に保護者に対して補助する。

[担当：学務給食課] P.256

2002 幼稚園児保育料補助関係経費 7,604,000 円（7,604,000 円）

[一財 7,604,000 円]

○ 目的

私立幼稚園(子ども･子育て支援新制度移行分除く)に在園する園児の保護者に対し保育

料の一部を補助し、幼児教育に係る経済的負担の軽減を図る。

○ 内容

園児 1人当たり月額 2,500 円×在園月数×253 人

5 社会教育費 1 社会教育総務費

[担当：スポーツ生涯学習課] P.259

2001 成人式に要する経費 1,863,000 円（1,857,000 円）

[一財 1,863,000 円]

○ 目的

成人式を迎える若者の新たなる門出を祝す。

○ 内容

当該年度に成人式を迎える市内中学校の卒業生からなる実行委員会を結成し、企画･立

案･実施について事業を委託し、心に残る成人式を開催する。

･報償費 成人式記念品 863,000 円

･委託料 成人式実行委員会委託料 1,000,000 円

[担当：スポーツ生涯学習課] P.259

2201 生涯学習推進に要する経費 5,398,000 円（2,623,000 円）

[その他 600,000 円 一財 4,798,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:市民大学講座受講料 600,000 円]

○ 目的

市民一人ひとりが充実した心豊かな生活を送れるよう、市民の学習ニーズに応えた幅広

い学習環境づくりと生涯学習情報の提供を図る。

○ 内容

(1)市民大学講座

市民大学は、市民の多様なニーズに応えるため、法律･経済･歴史･文学、さらに哲

学･科学･健康まで、専門的な知識を持っている方を講師に招き、学習機会を体系的･

継続的に提供し、生涯学習の推進を図る。
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また、参加者が学習成果をそれぞれのコミュニティーの場に生かすことなどを通し

て、地域に役立てることを目的とする。

(2)出前講座

市民が「知りたい･聞きたい･学びたい」内容をメニューから選択、人材登録されて

いるリーダーバンク登録指導者及び行政職員が地域へ出向き講座を実施することで市

民の学習意欲の充足を図る。

(3)米づくりふれあい体験事業

市内小学校児童及び台東区小学校児童を対象に、親子で田植えから稲刈り、収穫ま

での一連の米づくり体験学習を通じて交流を図る。

･米づくりふれあい体験事業委託料 198,000 円

(4)子育て学習講座

就学時の健康診断の機会を活用した子育て講座や思春期の親を対象とした子育て講

座、家庭教育学級の全体研修会を開催し、子育て、家庭教育について考える機会を提

供し、家庭での教育力の向上を図る。

･子育て学習講座謝礼(22 回) 252,000 円

･家庭教育学級委託料(21 学級) 630,000 円

(5)子どもサポーター事業

小学生を対象に週末、地域の大人と関わるスポーツ活動、文化活動など様々な体験

活動を 5地区(井野･高須･戸頭･六郷･相馬)で実施する。

[担当：スポーツ生涯学習課] P.260

2301 ネットワークフェア開催に要する経費 120,000 円（0円）

[一財 120,000 円]

○ 目的

誰もが安心して暮らすことのできる地域をめざし、市民、各種団体、行政のネットワー

クづくりを行う。

○ 内容

藤代スポーツセンター、県南防災センターを会場に各種団体の展示、模擬店、バザーの

出店など、市民団体と市の共同イベント。

事務局は教育委員会、まちづくり振興部、福祉部が持ち回りで務める。

平成 29 年度事務局担当課として、ネットワークフェア開催に要する経費の計上を行う。

[担当：文化芸術課] P.261

2801 市民芸術活動の推進に要する経費 4,044,000 円（4,292,000 円）

[その他 2,212,000 円 一財 1,832,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:オータムジャンボ宝くじ収益金市町村交付金 2,212,000 円]

○ 目的

市民の文化芸術活動を支援し、また市主催の文化芸術に関する事業を推進し、市民文化

の発展に寄与する。
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○ 内容

(1) 市主催事業の開催

(2) 補助金の交付

(3) 文化振興奨励金 90,000 円

市民の芸術文化の振興を図るため、取手市又は茨城県の代表として関東規模以上の芸術

文化発表会やコンクール等に予選を経て参加する 18 歳以下の個人、大学を除く学校等の団

体に交付する。

[担当：文化芸術課] P.261

2901 市民会館･福祉会館管理運営に要する経費 95,623,000 円（91,945,000 円）

[その他 2,500,000 円 一財 93,123,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 2,100,000 円]

[繰入金:ふるさと取手応援基金繰入金 400,000 円]

○ 目的

行政の枠を越えた特色ある運営と円滑な市民会館･福祉会館の管理を行い、市民の文化

教養の向上と福祉の増進に寄与する。

○ 内容

指定管理制度により(公財)取手市文化事業団が市民会館･福祉会館の管理運営を行う。

事業名 開催月 内容

取手市民美術展 11･12 月

洋画、日本画、彫刻、工芸、書、写真及びデザイン部

門による一般公募作品展及び小中学校の絵画･デザイ

ン･書の作品展

取手美術作家展 6月

身近な地元作家の作品展

委託料 712,000 円(取手美術作家展)

小中学生送迎用ギャラリーツアーバス

借上料 350,000 円

取手市藤代文化祭 4･10･11 月
市民が日頃行っている文化的活動を集約した芸能(伎

芸)、展示の発表、チャリティ販売等

委託料

･取手市文化祭 1,000,000 円(取手市文化連盟)

･取手市藤代文化祭 500,000 円(取手市藤代文化協会)
取手市文化祭 11 月

補助金交付先団体 予算額(円) 内容

取手市文化連盟 288,000 運営活動費の助成

取手市藤代文化協会 210,000 運営活動費の助成

取手少年少女合唱団 80,000 運営活動費の助成

国際音楽の日コンサート

実行委員会
200,000 運営活動費の助成

取手合唱連盟 130,000
一般公募補助金

運営活動費の助成
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また、市民会館･福祉会館の緊急修繕等に対応することで利用者の安全を確保する。

[担当：文化芸術課] P.262

3001 東京芸術大学との交流に要する経費 5,641,000 円（5,024,000 円）

[その他 2,199,000 円 一財 3,442,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:オータムジャンボ宝くじ収益金市町村交付金 2,199,000 円]

○ 目的

市内に東京芸術大学取手校地があるという地域性を活かし、市民と東京芸術大学との交

流を深め、芸術的感性や知識を培い、文化芸術の振興を推進する。

○ 内容

[担当：文化芸術課] P.263

3301 アートのあるまちづくり推進に要する経費 33,028,000 円（24,802,000 円）

[その他 19,714,000 円 一財 13,314,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 900,000 円]

[繰入金:ふるさと取手応援基金繰入金 8,500,000 円]

[諸収入:井野アーティストヴィレッジ利用料 4,874,000 円]

[諸収入:オータムジャンボ宝くじ収益金市町村交付金 5,440,000 円]

○ 目的

新たな視点に立った文化事業を実施し、取手市から全国へ文化の発信を行うとともに、

東京芸術大学のキャンパスが市内にあるという地理的環境を活かし、他市町村にはないア

ートのあるまちづくりの推進を図る。

主な内訳 予算額(円) 内容

修繕料

1,000,000

2,700,000

248,000

施設修繕

福祉会館 トップライト修繕

楽屋入口脇外壁修繕料

市民会館･福祉会館指定管理料 91,018,000 両施設の管理運営に係る指定管理

事業名 内容

東京芸術大学卒業制作展

取手市長賞

東京芸術大学卒業制作展における優秀作品 2点に取

手市長賞を授与する。

･賞賜金 1,000,000 円

ミニコンサート

東京芸術大学音楽学部によるミニコンサートを年 3

回開催する。(藤代公民館、福祉交流センター、ウェ

ルネスプラザを予定)

･出演謝礼 400,000 円

･著作権演奏使用料 9,000 円

東京芸術大学との文化交流事業

委託料

市内の希望する小学校と中学校が、東京芸術大学生

による美術･音楽の指導を受ける。

･美術(小学校) 2,359,000 円

･音楽(中学校) 1,483,000 円
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○ 内容

東京芸術大学やアート関連団体と連携し、その知識･技術･手法などを活用して、市民を

交えた創作事業を実施する。

(1) 取手音楽の日事業委託料 4,000,000 円

ジャズという音楽を中心にプロ･アマを問わず愛好家を一同に集め、市内で音楽イベ

ントを開催する。音楽からのアプローチによる「アートのあるまちづくり」を全国

に発信する。

(2) ストリートアートステージ作品制作･設置委託料 4,500,000 円

(3) 藤代庁舎前広場イルミネーション委託料 2,096,000 円

藤代庁舎前「水と緑と祭りの広場」に、イルミネーションの装飾を施し、光の芸術

に触れあう機会を提供することを目的としている。

(4) 壁画によるまちづくり委託料 6,469,000 円

市民が芸術を身近に鑑賞でき、地域の環境美化にもつながる壁画の制作と映像の投

影を委託する。

(5) 取手の芸術活動連携サポート事業委託料 700,000 円

市内で実施される文化芸術に関する企画及び団体の活動について、連携を促進し企

画を磨きあげ、発信力の強化を図る。

(6) 井野アーティストヴィレッジ施設賃借料(7 戸分施設) 5,688,000 円

(7) ストリートアートステージリング作品設置工事 3,000,000 円

(8) JOBAN アートライン協議会負担金 100,000 円

(9) 取手アートプロジェクト事業運営補助金 3,240,000 円

[担当：文化芸術課] P.264

3401 市民会館改修事業に要する経費 76,000,000 円（273,953,000 円）

[地方債 57,000,000 円 その他 19,000,000 円]

＊ 特財積算根拠

[市債:市民会館整備事業債 76,000,000 円×75%＝57,000,000 円]

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 19,000,000 円]

○ 目的

市民会館の設備を改修することにより市民の文化教養の向上、利用環境の充実に寄与す

る。

○ 内容

市民会館の高圧受変電設備（キュービクル）の更新を行うとともに、耐震補強及び客席、

舞台を含めた設備などの大規模改造工事の設計業務委託を行う。

･工事請負費 市民会館 高圧受変電設備(キュービクル)改修工事 51,000,000 円

市民会館 耐震補強･大規模改造工事実施設計業務委託 25,000,000 円

[担当：スポーツ生涯学習課] P.264

3501 IT 基礎技術講習会に要する経費 1,258,000 円（1,894,000 円）

[一財 1,258,000 円]
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○ 目的

主に初級者、初心者を対象に、IT に関する基礎技術の習得、市民の情報リテラシーの向

上を図る。

○ 内容

1年間を上期(4 月から 9月)と下期(10 月から 3 月)に分け、毎月 2回ずつ、6 ヶ月間で

計 12 回の講習会を市内 6公民館(井野、寺原、白山、永山、戸頭、藤代)で実施する。

[担当：文化芸術課] P.264

3701 アートギャラリーの管理運営に要する経費 7,329,000 円（7,413,000 円）

[その他 452,000 円 一財 6,877,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:アートギャラリー使用料 277,000 円]

[使用料:市民ギャラリー使用料 175,000 円]

○ 目的

美術に関する作品等の発表及びその鑑賞並びに文化の交流の場を市民に提供し、芸術及

び文化の振興に寄与する。

○ 内容

取手駅と藤代駅の通路に設置された市民ギャラリーの貸し出しを行い、市民の作品展示

の場を提供する。また、取手駅西口の民間ビル 2階フロアに設置しているアートギャラリ

ーの貸し出しを行うとともに、取手市民美術展や小中学校児童生徒作品展を始めとした

様々な企画展を開催する。

･アートギャラリー企画展実施委託料 500,000 円

市内の芸術活動団体に企画展の実施を委託し、市と協働で開催する。

[担当：スポーツ生涯学習課] P.265

3801 放課後児童対策事業に要する経費 133,406,000 円（125,530,000 円）

[国･県 52,074,000 円 その他 42,158,000 円 一財 39,174,000 円]

＊ 特財積算根拠

[国補:子ども･子育て支援交付金 63,516,000 円×1/3＝21,172,000 円]

[国補:子ども･子育て支援体制整備総合推進事業費補助金

60,000 円×1/2＝ 30,000 円]

[県補:子ども･子育て支援交付金 63,516,000 円×1/3＝21,172,000 円]

[県補:放課後児童対策事業補助金

放課後子供教室推進事業費 8,290,000 円×2/3≒ 5,526,000 円

土曜日の教育支援体制等構築事業費 6,261,000 円×2/3＝ 4,174,000 円]

[負担金:放課後児童対策事業保護者負担金 38,900,000 円]

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 2,800,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 114,351,000×0.4%≒458,000 円]

○ 目的

放課後等に子ども達が安全で健やかに過ごせる活動拠点として、学校施設等を利用し、

様々な体験活動や交流活動等を通して、子ども達の健全育成と子育て支援の充実を図る。
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○ 内容

主な経費は、放課後児童支援員賃金、コーディネーター謝金、学習アドバイザー謝金及

びクラブ室消耗品費である。

また、桜が丘小学校の放課後子どもクラブ室を校舎内空き教室へ移設するための消耗品

費及び工事請負費を計上。平成 30 年度(平成 30 年 4 月 1 日)から新クラブ室での運営を目

指す。

平成 20 年度より市内の全小学校で子どもの居場所づくり事業として「放課後子どもクラ

ブ」を開設している。親の就労や学年の区別なく、平日の放課後や土曜日及び長期休業日

等に、小学 1～6年生まですべての子どもたちの居場所を確保し、異学年間の交流を図ると

ともに、教育的な視点を考慮した活動内容の充実に努める。

直接児童の指導や安全管理を行う支援員のほかに、学校との調整や企画運営に携わるコ

ーディネーターや児童に学習を指導する学習アドバイザー等、広く地域の方々の参画を得

て事業の展開を図る。

5 社会教育費 2 公民館費

[担当：公民館] P.267

0501 公民館事務に要する経費 61,913,000 円（490,391,000 円）

[その他 18,806,000 円 一財 43,107,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:公民館使用料 7,725,000 円]

[手数料:コピー手数料 300,000 円]

[繰入金:ふるさと取手応援基金繰入金 10,600,000 円]

[諸収入:印刷機使用料 180,000 円]

[諸収入:電話通話料 1,000 円]

○ 目的

地域に即した特色ある公民館の運営と維持管理を行い、市民の文化教養の向上、利用環

境の充実に寄与する。

○ 内容

市内の公民館施設の適切な維持管理を行う。主な経費は公民館の需用費、委託料となる。

･光熱水費 21,125,000 円(各公民館施設の光熱水費)

･委託料 20,517,000 円

(各公民館施設の清掃管理委託、夜間管理委託、消防設備保守点検委託、

冷暖房機保守点検委託他)

･備品購入費 10,638,000 円(藤代公民館内各部屋の備品購入)

･放課後児童支援員賃金 114,351,000 円

･コーディネーター謝礼 2,097,000 円

･学習アドバイザー謝礼 2,788,000 円

･クラブ室消耗品費 4,379,000 円

･移設に伴う消耗品費(タイルカーペット等) 453,000 円

･移設に伴う工事請負費 3,180,000 円
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[担当：公民館] P.269

2101 公民館活動に要する経費 2,000,000 円（1,827,000 円）

[一財 2,000,000 円]

○ 目的

市内には、学習活動や地域づくりの中心的役割を担う公民館が 14 館あり、地域に即した

生涯学習施設として活用されている。それぞれの地域ニーズに合わせた魅力ある事業を展

開し、地域の生涯学習の拠点として、より一層の充実を図る。

○ 内容

市内各地域の公民館において、幅広い年齢層を対象とした講座や講演会等を開催し、地

域の人たちが身近に参加でき、学べる機会を提供する。

･報償費 1,434,000 円(各公民館講師謝礼等)

[担当：公民館] P.269

2301 公民館施設整備に要する経費 12,063,000 円 新規

[その他 9,800,000 円 一財 2,263,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 9,800,000 円]

○ 目的

公民館施設の適切な整備、及び工事を行い、市民の利用環境を整える。

○ 内容

市内公民館施設の破損箇所や異常箇所の修繕、又は工事を行い、施設整備を行う。

･修繕料 4,534,000 円(各公民館施設の修繕)

･工事請負費 7,529,000 円

小文間、永山公民館調理室空調設備設置工事 4,019,000 円

久賀公民館駐車場整備工事 3,510,000 円

5 社会教育費 3 図書館費

[担当：図書館] P.270

2001 図書館管理運営に要する経費 26,238,000 円（34,743,000 円）

[その他 3,500,000 円 一財 22,738,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 3,500,000 円]

○ 目的

市民の図書館として、安全で快適な環境を提供し、適切な施設の維持管理を図る。

○ 内容

取手図書館は昭和 54 年の開館から 38 年が経過し、建物、設備の老朽化が著しい。ふじ

しろ図書館は平成 15 年の開館から 14 年が経過し、設備を中心に修繕が必要な箇所が発生

してきている。修繕等が必要な箇所について、施設の管理運営上、必要な維持管理を行う。

･ふじしろ図書館空調機修繕 559,000 円

･ふじしろ図書館自動ドア修繕 1,102,000 円

･ふじしろ図書館 2階児童書架雨漏り修繕 314,000 円
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･ふじしろ図書館温水洗浄便座取付 441,000 円

･取手図書館外壁･屋上防水改修工事実施設計業務委託料 950,000 円

[担当：図書館] P.271

2101 図書館活動に要する経費 88,796,000 円（64,443,000 円）

[その他 916,000 円 一財 87,880,000 円]

＊ 特財積算根拠

[手数料:コピー手数料 156,000 円]

[繰入金:ふるさと取手応援基金繰入金 700,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 60,000 円]

○ 目的

市民の多様化するニーズに応えるよう、読書環境の整備と奉仕活動の強化に努める。

○ 内容

市内の図書館･公民館図書室で、迅速かつ身近な場所での図書館資料の閲覧･貸出返却、

リクエストサービス、レファレンスサービス、その他館内での事業や文化活動を図書館ボ

ランティアや団体の協力を得ながら積極的に進める。平成 29 年度より第 2次の子ども読書

活動推進計画を推進し、ブックスタート事業や、学校図書館との連携強化などを重点的に

行う。図書配送業務を委託し、公民館･学校を主とした公共施設間で、円滑な配送業務を遂

行する。平成 29 年 7 月に市立図書館システムを更改し、夏休み終了後、学校図書館システ

ムの新規導入を予定しており、子ども達が市立図書館(市内蔵書約 40 万冊)の本も学校図書

館で借りられる環境を構築し、また、インターネットサービスを刷新することにより、市

民の読書環境の更なる充実等、サービス向上に努める。

･図書配送業務委託料 5,216,000 円

･旧図書館システムデータ抽出業務委託料 8,165,000 円

･電算機賃借料 32,086,000 円

[担当：図書館] P.272

2201 図書館資料購入に要する経費 33,449,000 円（33,732,000 円）

[その他 58,000 円 一財 33,391,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:図書弁償金 28,000 円]

[諸収入:広告掲載料 30,000 円]

○ 目的

市民の幅広いニーズに即した図書館資料･情報の提供を図るとともに、市民の文化教養の

向上に資する。

○ 内容

市民が必要とし、有意義に活用できるような図書館資料を整備する。

･図書、AV 資料購入費 26,651,000 円

･定期刊行物等資料購入費(新聞･雑誌等) 3,610,000 円
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5 社会教育費 4 文化財保護費

[担当：教育総務課] P.273

2001 文化財保護に要する経費 4,725,000 円（595,000 円）

[その他 705,000 円 一財 4,020,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:市史売却代 700,000 円]

[諸収入:市史･郷土史郵送料本人負担分 5,000 円]

○ 目的

市内の指定文化財の維持管理等に対して助成を行うことにより、指定文化財の保護と積

極的な活用を図る。

○ 内容

(1)指定文化財管理補助金 19 件 432,000 円

「取手市文化財等補助金交付要綱」に基づく、指定文化財の維持管理に対しての

補助金の交付等を行う。

(2)「ふるさと探訪」発刊･頒布事業

平成 17 年より『広報とりで』に連載していた「ふるさと散歩道」20 回分と平成

20 年から連載中の「ふるさと探訪」のうち 60 回分を 1冊にまとめ、広く頒布する。

･印刷製本費 2,160,000 円

(3)山崎家住宅部材調査事業

昭和 63 年に復原可能な状態で解体し寄贈を受けた市内稲の山崎家住宅の部材の

状態を、調査･確認する。

･部材調査委託料 1,971,000 円

[担当：教育総務課] P.273

2101 旧取手宿本陣管理運営に要する経費 8,305,000 円（7,300,000 円）

[その他 240,000 円 一財 8,065,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:本陣駐車場使用料 240,000 円]

○ 目的

県･市指定文化財である「旧取手宿本陣」の保護･活用により、文化財への愛着や関心を

高める。

○ 内容

「旧取手宿本陣」の保存･管理に努め、一般公開を行う。

･管理委託料(防災設備保守点検、庭園維持管理等) 1,566,000 円

･公開日受付業務委託料 1,791,000 円

･土地賃借料(史跡、駐車場) 3,387,000 円

･裏山銀杏伐採委託料 335,000 円

･二の間漆喰･消火ポンプ用呼水槽等修繕料 590,000 円
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[担当：教育総務課] P.275

2401 埋蔵文化財調査･整理に要する経費 2,487,000 円（1,310,000 円）

[その他 372,000 円 一財 2,115,000 円]

＊ 特財積算根拠

[負担金:発掘調査原因者負担金 312,000 円]

[諸収入:郷土史売却代 60,000 円]

○ 目的

文化財保護法に基づく埋蔵文化財の保護のため、調査･研究を進めると同時に、埋蔵文化

財保護行政の理解と協力が得られるよう、土地の所有者等に対する保護思想の普及啓発に

努める。

○ 内容

「取手市埋蔵文化財取扱い要領」によって、埋蔵文化財保護の体制を整備･強化し、土木

工事や宅地開発などに伴う埋蔵文化財の確認や発掘調査に迅速に対応するとともに、出土

品の整理を実施する。

(1)市内遺跡確認緊急調査 1,159,000 円

(2)原因者負担発掘調査 312,000 円

開発行為等の要因により、緊急の原因者負担発掘調査に迅速に対応するため、最低

限の発掘作業が行える経費を計上し、緊急調査に備える。

(3)「市内遺跡発掘調査報告書 14」印刷製本業務 956,000 円

平成 22 年度から平成 27 年度までに実施した市内遺跡確認緊急調査等の調査報告書

(300 部)を刊行する。

[担当：教育総務課] P.275

2501 埋蔵文化財センター活動に要する経費 820,000 円（780,000 円）

[一財 820,000 円]

○ 目的

埋蔵文化財センターを様々な文化財に関する情報発信･収集の拠点施設として活用を図

り、市民の郷土史に対する理解と親しみを深め、文化的向上に資する。

○ 内容

市内の埋蔵文化財や歴史資料をテーマとして、年 2回企画展を実施する。

講演会講師謝礼 30,000 円×2 回＝ 60,000 円

ポスター･パンフレット印刷代 327,000 円×2 回＝654,000 円

借用資料賠償保険代 20,000 円×2 回＝ 40,000 円

6 保健体育費 1 保健体育総務費

[担当：スポーツ生涯学習課] P.278

2001 スポーツ団体育成推進関係経費 9,337,000 円（9,337,000 円）

[一財 9,337,000 円]

○ 目的

スポーツ団体を育成･支援することで、市民の体力向上とスポーツの普及振興を図る。
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○ 内容

今年度は、下表の体育協会･スポーツ少年団の育成支援育成を図る。

[担当：スポーツ生涯学習課] P.278

2002 社会体育振興関係経費 976,000 円（1,188,000 円）

[一財 976,000 円]

○ 目的

市民の健康･体力づくりとスポーツの振興を図る。

○ 内容

生涯スポーツを通じて、心身の健康を保持･増進できるよう、誰もが参加できる各種大会

を実施する。ドッジボール大会、ソフトボール大会、ふれあいウォーキング、ソフトバレ

ーボール大会、新春健康マラソン大会、グラウンドゴルフ大会、ペタンク大会を開催する。

また、災害協定交流自治体(南相馬市、杉並区)とのスポーツ少年団(野球･サッカー･ミニ

バスケットボール)を通じて、相互のスポーツ交流を図る。

[担当：スポーツ生涯学習課] P.279

2003 スポーツ振興奨励関係経費 2,500,000 円（2,500,000 円）

[一財 2,500,000 円]

○ 目的

奨励金を支給することにより、選手の経費負担軽減と優秀選手の育成を図る｡また、市

民スポーツの振興及び生涯スポーツの振興普及を図る。

○ 内容

出場大会当日に市内に住所を有する個人又は団体が、予選会･選考会などの選抜手続き

を経て、関東大会以上の全国大会･国際大会･オリンピック等の大会に出場する際に、奨励

金を支給する。

団 体 名 団 体 数 会 員 数 活 動 内 容

体 育 協 会 31 部 5,724 人

･各種講習会の開催

･視察研修

･機関紙の発行

･交流会

･市主催行事への協力及び参加

･競技別大会の企画運営

･指導者の育成

スポーツ少年団
9連盟

35 単位団
1,445 人

･青少年のスポーツ指導

･競技別大会、教室の企画運営

･認定員養成講習会

･取手ブロック近隣市町交流会

･市主催行事への協力及び参加

･県各講習、研修会への参加
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[担当：スポーツ生涯学習課] P.279

2101 学校施設開放に要する経費 540,000 円（540,000 円）

[一財 540,000 円]

○ 目的

市立小中学校の学校体育施設を開放することにより、スポーツ振興と健康増進を図る｡

○ 内容

市民のスポーツ･レクリエーション活動を支援するため、市内小中学校(閉校後の体育施

設を含む)の体育館･校庭･武道場を、登録した市内スポーツ団体並びに文化団体等に、学校

教育に支障のない範囲で開放する｡

[担当：スポーツ生涯学習課] P.279

2301 いきいき茨城ゆめ国体 2019 開催に要する経費 8,968,000 円 （755,000 円）

[その他 6,000 円 一財 8,962,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:雇用保険料本人負担分 6,000 円]

○ 目的

いきいき茨城ゆめ国体(第 74 回国民体育大会)いきいき茨城ゆめ大会(第 19 回全国障害

者スポーツ大会)の会場地として、全国から訪れる選手役員をはじめ応援観戦される皆様を

お迎えできるよう、大会成功に向け準備する｡

○ 内容

いきいき茨城ゆめ国体･いきいき茨城ゆめ大会の会場地として、正式種目の自転車(トラ

ック)、ボウリング、公開競技の武術太極拳、デモンストレーションスポーツのエアロビッ

ク、ダンススポーツの 5種目の開催が決定している。また、障害者スポーツ大会のボウリ

ング競技も予定されており、取手市実行委員会各種専門委員会を立ち上げ、より実践的に

運営を行いリハーサル大会や本大会の成功に向け準備を進める。

6 保健体育費 2 体育施設費

[担当：スポーツ生涯学習課] P.280

2001 取手グリーンスポーツセンター管理運営に要する経費 288,893,000 円

（148,389,000 円）

[地方債 69,700,000 円 その他 91,479,000 円 一財 127,714,000 円]

＊ 特財積算根拠

[市債:グリーンスポーツセンター整備事業債

(155,000,000 円－62,000,000 円)×75%≒69,700,000 円]

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 29,479,000 円]

[諸収入:スポーツ振興くじ助成金 93,000,000 円×2/3＝62,000,000 円]

○ 目的

生涯スポーツの拠点となる取手グリーンスポーツセンターの維持･管理を行うことで、

市民の健康増進とスポーツ団体相互の交流を深める｡

○ 内容

指定管理者による充実した施設管理を行い、更なる利用者の拡大を目指し、市民の健康、
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体力づくりの拠点としてスポーツ･レクリエーションの普及発展に努める。

指定管理料 125,452,000 円(人件費、施設管理費等含む)

火災保険料 139,000 円

敷地賃借料 2,123,000 円

空調設備改修工事設計単価見直し業務委託 500,000 円

改修工事実施設計委託料(音響･照明制御･洋式トイレ) 4,000,000 円

第 1･第 2 体育室床張替工事 93,000,000 円

空調設備改修工事(第Ⅳ期) 27,000,000 円

第 1 体育室暗幕ワイヤー改修工事 1,000,000 円

音響･照明制御装置改修工事 30,000,000 円

[担当：スポーツ生涯学習課] P.281

2201 藤代スポーツセンター管理運営に要する経費 46,128,000 円（80,670,000 円）

[その他 13,508,000 円 一財 32,620,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:藤代スポーツセンター使用料 7,526,000 円]

[手数料:コピー手数料 38,000 円]

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 5,400,000 円]

[繰入金:ふるさと取手応援基金繰入金 500,000 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 3,000 円]

[諸収入:ファクシミリ使用料 1,000 円]

[諸収入:印刷機使用料 40,000 円]

○ 目的

生涯スポーツ･健康づくりの施設として、また憩いの場としての公園施設の維持･管理を

行うことで、市民が快適な施設でスポーツを楽しむ場の提供を図る。

○ 内容

市民の健康、体力づくりの場としてスポーツ･レクリエーションの普及発展に努める。

工事請負費

体育館空調機更新工事 6,039,000 円

備品購入費(サッカーゴール･ネット更新･血圧計) 796,000 円

[担当：スポーツ生涯学習課] P.282

2301 藤代武道場管理運営に要する経費 8,381,000 円（6,460,000 円）

[その他 4,500,000 円 一財 3,881,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:藤代武道場使用料 1,800,000 円]

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 2,700,000 円]

○ 目的

生涯スポーツ･健康づくりの施設として、武道場の維持･管理を行うことで、市民が快適

な施設でスポーツを楽しむ場の提供を図る。
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○ 内容

市民の健康、体力づくりの場としてスポーツ･レクリエーションの普及発展に努める。

修繕料 共用スペース照明器具(LED)交換修繕 3,022,000 円

[担当：スポーツ生涯学習課] P.283

2401 社会体育施設管理に要する経費 2,188,000 円（1,952,000 円）

[その他 237,000 円 一財 1,951,000 円]

＊ 特財積算根拠

[使用料:高須体育館使用料 237,000 円]

○ 目的

生涯スポーツ･健康づくりの施設として、施設の維持管理を行うことで、市民が快適な

施設でスポーツを楽しむ場の提供を図る。

○ 内容

市民の健康、体力づくりの場としてスポーツ･レクリエーションの普及発展に努める。

6 保健体育費 3 学校給食センター費

[担当：学務給食課] P.284

2001 給食センター運営に要する経費 144,653,000 円（137,412,000 円）

[その他 126,459,000 円 一財 18,194,000 円]

＊ 特財積算根拠

[諸収入:幼稚園給食代 2,929,000 円 ※月額 4,170 円]

[諸収入:小学校給食代センター分 79,708,000 円 ※月額 4,240 円]

[諸収入:中学校給食代センター分 43,814,000 円 ※月額 4,750 円]

[諸収入:雇用保険料本人負担分 8,000 円]

○ 目的

子どもたちに安全な食材による給食を提供することで、体力の増進と望ましい食習慣の

形成を図ることを目標に、学校給食の円滑な運営を図る。

○ 内容

賄材料費 126,451,000 円

[担当：学務給食課] P.285

2101 給食センター施設整備に要する経費 35,933,000 円（66,583,000 円）

[その他 4,100,000 円 一財 31,833,000 円]

＊ 特財積算根拠

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 4,100,000 円]

○ 目的

適正な維持管理と設備の充実により、給食施設を良好な状態に保つ。

○ 内容

･施設内設備、調理器具設備等の老朽化による修理、維持管理を行う。

修繕料 4,089,000 円

･調理等に使用している蒸気ボイラー及び食器洗浄機が経年劣化により交換改修が必要



- 177 -

な状況のため、平成 30 年度に蒸気ボイラー、平成 31 年度に洗浄機の交換改修工事を

進めるための実施設計を行う。

蒸気ボイラー･洗浄機改修工事実施設計業務委託料 1,600,000 円


