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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.213 

1501  通学区域審議会に要する経費  759,000円（759,000円） 

[一財 759,000 円] 

○ 目的 

小中学校通学区域の適正化を期するため、取手市通学区域審議会を組織する。 

○ 内容 

取手第一中学校と取手東中学校の統合により、中学校の通学区域の見直しを審議する通

学区域審議会を組織する。また、下高井区画整理地（取手ゆめみ野）の街開きによる、小

学校の通学区域を審議する通学区域審議会を組織する。 

 

[担当：学務給食課] P.214 

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

[一財 1,000,000円] 

○ 目的 

旧高須小学校が桜が丘小学校に統合されたことに伴い、遠距離通学となる大留第 1 地区

（小貝川左岸）の児童の安全な通学手段を確保する。 

○ 内容  

 児童を桜が丘小学校へタクシーで送迎する。 

 対象者 大留第 1 地区の児童    6年生：1人、4 年生：1 人 

 

[担当：学務給食課] P.214 

2301  教育情報機器整備に要する経費  9,815,000円（5,509,000 円）   

[一財 9,815,000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  

・小中学校全校の校務事務の情報を教育委員会と学校が共有する事で、教職員の事務の効

率化と個人情報の保護を図る。 

・平成 17年度地域イントラネット基盤整備事業にて整備したホームページ・メールサーバ

等の基幹システムを新たに整備する。 

 

1 教育総務費    3 育英事業費 

[担当：教育総務課] P.215 

2101  奨学生貸付金  6,740,000 円（6,740,000円） 

[その他 6,594,000 円  一財 146,000円] 

 



 - 130 - 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：奨学金貸付金元利収入 6,594,000円  償還者数:38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･･･ 7 人(40,000 円/月) 

私立大･･･ 7 人(40,000 円/月)    

合  計･･･14 人 

 

1 教育総務費    4 教育研究指導費 

[担当：指導課] P.215 

0501  教育振興に要する経費  63,462,000円（70,860,000円） 

[一財 63,462,000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｣をはぐくむことをねらいとして、教育の充実を図る。 

そこで、教師用指導書やデジタル教科書を活用しての授業、英語指導助手との連携によ

る授業、学習ボランティアや心の先生を活用しての授業などの実践を行う。 

○ 内容 

  ・英語指導助手業務委託料                49,140,000 円 

英語指導助手 13名(中学校各校に 1人配置、小学校は 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。 

・学習ボランティア謝礼             304,000円 

・｢心の授業｣｢心の先生｣講師謝礼         304,000円 

・学校問題サポートチーム員謝礼         26,000円 

・教師用指導書               8,381,206円 

・指導者用デジタル教科書使用に係る経費  3,050,000円 

・その他（需用費・負担金等）         2,256,794円 

  

[担当：指導課] P.216 

1001  特別支援教育に要する経費 1,575,000 円（1,576,000円） 

[一財 1,575,000円] 

○ 目的 

障害のある幼児児童生徒を支援したり、保護者や教員からの相談に応じたり、さらに

は、市内の小中学校の特別支援教育の体制づくりの支援をする。 

○ 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指

導委員会の実施、市内保幼小中の教職員対象の研修会の実施などに取り組んでいる。 
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・障害児就学指導委員会委員報酬(4 人)    77,000円 

・特別支援教育相談員報酬(1 人)      1,224,000円 

 ・検査用紙、研修会用図書等            274,000 円 

 

[担当：指導課] P.217 

2301  適応指導事業に要する経費  25,780,000 円（25,976,000円） 

[一財 25,780,000円] 

○ 目的 

  不登校児童生徒等に対応するため学校や関係機関との連携のもとに、適切な援助･指導

を行う。状況に応じた指導支援が必要であり、適応指導教室を開設することにより、学習

面、人間関係の面での指導支援を継続的に行う。 

○ 内容 

  教育相談員(指導員)と指導主事が、適応指導教室において、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、学校生活に復帰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。また、電話、電子メール、来訪の相談に応じる。 

・教育相談員報酬（7人）                     8,568,000円 

・子どもと親の相談員謝礼（10 人）            4,460,000円 

・その他（施設維持管理費・負担金等）   ・   12,752,000円 

 

[担当：指導課] P.218 

3101  理科支援員等配置に要する経費  114,000 円（1,312,000 円） 

[一財 114,000 円] 

○ 目的 

市内小学校において、理科に関する興味・関心を高めるため、先端技術に関する実験等

の演示・体験活動などを行う理科特別講師を派遣する。小学校理科教育の一層の活性化及

び充実を図る。 

○ 内容 

先端科学技術に関する知識やものづくりの技術をもった理科特別講師を小学校に派遣

し，理科に関する発展的な授業を行う。これらを通して，理科に関する興味・関心を高め

るとともに理科の学習と実生活・実社会との関連が実感できる事業である。 

  ・講師謝礼      @12,000×7校    ￥  84,000円 

  ・その他（消耗品等）                 30,000円 

 

[担当：指導課] P.218 

4201  日本語指導員に要する経費  1,180,000円（1,180,000 円） 

[一財 1,180,000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行い、

学校生活を援助する。 
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○ 内容 

臨時職員賃金 4人 1,122,288 円 

 交通費    4 人    57,680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.218 

4501 学力向上推進事業に要する経費  4,753,000円（8,781,000 円） 

[国･県 483,000 円 一財 4,270,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[県委：学びの広場サポートプラン委託金 483,000 円]         

○ 目的 

児童生徒に基礎的・基本的な内容の定着を図り、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 

小学校国語・算数・中学校英語における効果的な指導者用デジタル教科書活用の研修を

行う。また、全教員が ICTを活用した授業を自立してできるようになるまでの研修を行う

とともに、市教職員情報ネットワークを活用して研修会や授業の様子を動画配信するなど

市内教職員全体の情報の共有化を図る。 

特に国語や算数・数学科、小学校外国語活動については、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。 

さらに、小学校の長期休業期間中、特に算数科における児童の不得意分野の学習を支援

することで、児童の学ぶ意欲の向上を図り確かな学力を育成する。 

・学力向上研修講座業務委託料          820,000円 

・学力向上に関する特色ある取組経費    2,500,000円 

・講師謝礼                             70,000 円 

・小学校外国語活動研修会委託料        100,000円 

・夏休みスクール支援員謝礼         630,000円 

・学びの広場サポーター謝礼         465,000円 

・消耗品（教材作成材料代）等        168,000円 

 

1 教育総務費    5 青尐年育成費 

[担当：スポーツ生涯学習課] P.219 

1001  青尐年健全育成に要する経費  10,714,000 円（10,633,000 円） 

[国･県 58,000 円 一財 10,656,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[県補：青尐年相談員店舗訪問業務補助金 58,000 円]   

○ 目的 

青尐年センターを中心とした特別青尐年相談員、青尐年相談員の相談活動及び街頭指導
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により、青尐年の健全育成を推進し、青尐年健全育成関係団体の加入促進を図ると共に青

尐年健全育成関係団体に助成を行い、青尐年の非行を防止し、青尐年が安心して生活でき

るまちづくりを目指す。 

○ 内容 

・報酬 

  青尐年相談員報酬      @9,400円×56 人×12 月＝6,316,800 円 

  特別青尐年相談員報酬 @113,000 円×2 人×12 月＝2,712,000 円 

・負担金、補助及び交付金 

  負担金 青尐年育成県民会議外 2 団体   244,000 円 

補助金 青尐年育成市民会議外 2団体 1,150,000円 

 

2 小学校費    1 学校管理費 

[担当：学務給食課] P.220 

2001  小学校管理に要する経費  222,050,000円（194,669,000 円） 

[国･県 1,789,000円  その他 11,845,000円  一財 208,416,000 円］ 

＊ 特財積算根拠 

[使用料：学校開放小学校体育館使用料 720,000 円] 

[県補：学校活性化 TT特別配置事業費補助金 1,789,000円] 

[繰入金：学校施設整備基金繰入金 11,000,000円] 

[諸収入：取手小太陽光発電による売電料 34,000 円] 

[諸収入：雇用保険料本人負担分 91,000 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 特別配置事業により、尐人数指導加配のない学校に非常勤講師を配置

し、複数の教員による学習指導で児童の基礎力の定着を図り、きめ細かな教科指導

を行う。                                 4,585,000 円 

・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。 

39,044,000 円 

・学校図書司書助手を全小学校に配置する。 13,479,210 円  

 ・永山小学校改築に伴う備品の購入費及び非常通報装置の移設費用である。 

                      11,652,000円 

 

[担当：教育総務課] P.222 

2101  小学校施設管理に要する経費  43,551,000 円（42,456,000 円） 

[その他 58,000 円  一財 43,493,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：電気設備管理補償金 58,000 円] 

○ 目的 

  適切な維持管理により、小学校施設を良好な状態に保つ。 
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○ 内容 

施設管理の徹底を図るための、学校施設の管理修繕、火災保険料、学校警備委託料、浄

化槽維持管理及び清掃委託料、消防設備保守点検委託料、電気管理技術者代行委託料、プ

ールろ過装置保守点検委託料、高架水槽及び受水槽清掃委託料等の経費である。 

 

[担当：学務給食課] P.223 

2201  小学校保健衛生に要する経費  31,681,000 円（32,532,000 円） 

[その他 2,181,000 円  一財 29,500,000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×4,742 人＝2,181,320 円] 

○ 目的 

  学校保健法に基づき、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、小児習慣病検査、教職員生化学検査等）である。 

 

2 小学校費    2 教育振興費 

[担当：学務給食課] P.224 

2001  小学校教育振興に要する経費 13,766,000 円（13,903,000 円） 

[一財 13,766,000円] 

○ 目的 

  学習指導及び学校行事等を充実させ、教育環境の向上を図る。 

○ 内容 

学習指導用教材等に要する経費である。 

 

[担当：学務給食課] P.224 

2101  小学校教育設備及び教材費に要する経費  30,134,000円（30,047,000 円） 

[国･県 900,000 円  一財 29,234,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：理科教育設備整備費等補助金 1,800,000 円×1/2＝900,000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.224 

2201 小学校コンピュータ整備に要する経費  43,799,000 円（32,488,000 円） 

[一財 43,799,000円] 
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○ 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、パソコン教室のパソコン使用料(全 18 校各校 21台)に要する経費である。 

・藤代地区小学校 6 校のパソコンを更新する。 

・平成 21年度に学校 ICT 環境整備事業にて全小学校の教職員に整備した校務用パソコ

ンウイルス対策の更新費用である。 

 

[担当：学務給食課] P.225 

2301  要保護・準要保護児童就学奨励費  27,327,000 円（27,327,000 円） 

[国･県 1,228,000円  一財 26,099,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：要保護児童就学援助費補助金 182,400 円×1/2＝91,200 円] 

[国補：特別支援教育就学奨励費補助金 2,274,550 円×1/2＝1,137,275 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。 

  要保護数     10人    

準要保護数 362人 

 

[担当：指導課] P.225 

2901  小学校特別活動助成に要する経費  2,340,000円（2,340,000円） 

[一財 2,340,000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げ料 1,020,000 円 

・体育事業補助金                       1,230,000 円 

・その他(賞状印刷代)                 90,000 円 

 

2 小学校費    3 学校建設費 

[担当：教育総務課] P.226 

2101  小学校施設整備に要する経費  15,450,000 円（18,675,000 円） 

[一財 15,450,000円] 

○ 目的 

  地上デジタル放送に伴う、取手小学校電波障害施設撤去工事と学校施設を整備し、安全
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かつ快適な教育環境の充実を図る。 

○ 内容 

    取手小学校電波障害施設（アナログ）撤去工事       1,500,000 円 

    施設管理営繕工事                      13,500,000 円 

 

[担当：教育総務課] P.226 

2201  小学校建設事業に要する経費  669,228,000円（853,002,000 円） 

[国･県 195,986,000 円  地方債 448,200,000 円 その他 22,700,000 円 

  一財 2,342,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[国負：公立学校施設整備費負担金  

   永山小校舎改築工事  97,969,000円×1/2≒48,984,000 円] 

[国補：安全・安心な学校づくり交付金 

   永山小校舎改築工事 

    危険改築       353,677,000円×1/3≒117,892,000 円 

    不適格改築       52,579,000 円×1/3≒17,526,000 円 

    給食室改築        17,091,000 円×1/3≒5,697,000 円 

    給食室新増築        2,088,000 円×1/2≒1,044,000 円 

    地域連携複合型    14,530,000 円×1/3≒4,843,000 円] 

[市債：合併特例債 (667,842,000円-195,986,000 円)×95%≒448,200,000 円] 

[繰入金：学校施設整備基金繰入金 19,100,000 円] 

[繰入金：公共施設整備基金繰入金  3,600,000 円] 

○ 目的 

  永山小校舎改築工事と校舎棟廻り屋外整備工事及び、子どもクラブとのコミュニティス

ペース新築工事を行い、建物の老朽化を解消し児童等が安全で快適な学校生活が送れる教

育環境の整備を図る。 

○ 内容 

 委託料    永山小校舎改築工事監理業務委託料        12,575,000 円 

         永山小校舎棟廻り屋外整備工事監理業務委託料  1,420,000 円 

        永山小コミュニティスペース新築工事 

        監理業務委託料                    2,273,000 円 

        永山小校舎・体育館解体工事に伴う家屋 

        事前調査委託料                 1,386,000 円 

工事請負費  永山小校舎改築工事                     536,174,000円 

        永山小校舎棟廻り屋外整備工事        38,000,000 円 

        永山小コミュニティスペース新築工事   77,400,000 円 

 

2 小学校費    4 学校給食費 

[担当：学務給食課] P.227 

2001  給食運営に要する経費  300,571,000 円（306,859,000 円） 

[その他 181,394,0000 円  一財 119,177,000 円] 
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＊ 特財積算根拠 

[諸収入：小学校給食代(自校分) 181,352,000円 ※月額 4,250円] 

[諸収入：雇用保険料本人負担分 42,000 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 181,352,000 円 

・学校給食調理業務民間委託料 88,205,000 円 

9校分（取手小、白山小、寺原小、井野小、白山西小、戸頭西小、吉田小、 

戸頭東小、稲小） 

 

[担当：学務給食課] P.228 

2101  給食施設整備に要する経費  23,487,000 円（3,056,000 円） 

[国・県 3,772,000 円 地方債 8,600,000円 その他 8,600,000 円 一財 2,515,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：安全安心な学校づくり交付金  

給食室改築付帯施設  8,400,000円×1/3≒2,800,000 円 

給食室新増築付帯施設 1,944,000円×1/2≒ 972,000 円] 

[市債：合併特例債 (12,841,000 円-3,772,000円)×95%≒8,600,000 円] 

[繰入金：学校施設整備基金繰入金 8,600,000 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。 

・給食用配膳台等を購入する。 

・永山小学校給食室改築に伴う給食室の備品を購入する。 

 

3 中学校費    1 学校管理費 

[担当：学務給食課] P.229 

2001  中学校管理に要する経費  75,304,000 円（80,554,000 円） 

[その他 329,000円  一財 74,975,000 円］ 

＊ 特財積算根拠 

[使用料：学校開放中学校体育館使用料 273,000 円] 

[使用料：学校開放中学校武道場使用料 56,000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。 

・障害のある生徒が在籍する中学校に教育補助員を配置し、学校生活を支援する。 

3,904,400円 
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・学校図書司書助手を中学校に 2 名配置する。  

1,497,690円 

[担当：教育総務課] P.230 

2101  中学校施設管理に要する経費  21,316,000 円（20,724,000 円） 

[一財 21,316,000円] 

○ 目的 

  適切な維持管理により、中学校施設を良好な状態に保つ。 

○ 内容 

施設管理の徹底を図るための、学校施設の管理修繕、火災保険料、学校警備委託料、浄

化槽維持管理及び清掃委託料、消防設備保守点検委託料、電気管理技術者代行委託料、プ

ールろ過装置保守点検委託料、高架水槽及び受水槽清掃委託料等の経費である。 

 

[担当：学務給食課] P.231 

2201  中学校保健衛生に要する経費  17,409,000 円（17,255,000 円） 

[その他 1,099,000 円  一財 16,310,000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×2,390人＝1,099,400円] 

○ 目的 

学校保健法に基づき、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、小児習慣病検査、教職員生化学検査等）である。 

 

[担当：教育総務課] P.232 

2301  中学校統廃合に要する経費  8,700,000円 新規 

[一財 8,700,000円] 

○ 目的 

  取手市立取手第一中学校と取手市立取手東中学校の統合中学校の閉校・開校準備を行う。 

○ 内容 

平成 24 年 4 月 1 日の統合中学校開校に向けて、校歌・校章の制作など、統合に必要な経

費である。 

 

3 中学校費    2 教育振興費 

[担当：学務給食課] P.233 

2001  中学校教育振興に要する経費  7,459,000 円（7,977,000 円） 

[一財 7,459,000円] 

○ 目的 

  学習指導及び学校行事等を充実させ、教育環境の向上を図る。 

○ 内容 

学習指導用教材等に要する経費である。 
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[担当：学務給食課] P.233 

2101  中学校教育設備及び教材費に要する経費 18,491,000円 (20,516,000 円) 

[国･県 700,000 円  一財 17,791,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：理科教育設備整備費等補助金 1,400,000 円×1/2＝700,000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.233 

2201 中学校コンピュータ整備に要する経費  7,230,000 円（17,792,000 円） 

[一財 7,230,000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 

  ・主にパソコン教室のパソコン使用料(全 7校各校 41 台)に要する経費である。 

・平成 21年度に学校 ICT 環境整備事業にて全中学校の教職員に整備した校務用パソコ

ンウイルス対策の更新費用である。 

 

[担当：学務給食課] P.234 

2301  要保護・準要保護生徒就学奨励費  30,440,000 円（29,383,000 円） 

[国･県 835,000 円  一財 29,605,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：要保護生徒就学援助費補助金 435,400 円×1/2＝217,700円] 

[国補：特別支援教育就学奨励費補助金 1,236,155 円×1/2＝618,078 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。 

  要保護数     11人 

  準要保護数 261人 

 

[担当：指導課] P.234 

2901  中学校特別活動助成に要する経費  12,735,000 円（12,735,000 円） 

[一財 12,735,000円] 
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○ 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 

・各種大会参加負担金                   800,000円 

・音楽等発表･コンクール･体育大会派遣自動車借上げ料  7,865,000 円 

・取手市中学校体育連盟･市内大会補助金           3,950,000 円 

・その他(賞状印刷代等)                           120,000円 

 

3 中学校費   3 学校建設費 

[担当：教育総務課] P.234 

2001  中学校施設整備に要する経費  8,740,000 円（9,770,000 円） 

[一財 8,740,000円] 

○ 目的 

  学校施設を整備し、安全かつ快適な教育環境の充実を図る。 

○ 内容 

施設管理営繕工事を実施する。 

 工事請負費  施設管理営繕工事  8,500,000円 

 

3 中学校費    4 学校給食費 

[担当：学務給食課] P.235 

2001  給食運営に要する経費  170,665,000 円（171,827,000 円） 

[その他 106,860,000円  一財 63,805,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：中学校給食代(自校分) 106,842,000円 ※月額 4,750円] 

[諸収入：雇用保険料本人負担分 18,000 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    106,842,970 円 

・学校給食調理業務民間委託料 49,642,000 円 

5校分（取手一中、取手二中、永山中、戸頭中、取手東中） 

 

[担当：学務給食課] P.236 

2101  給食施設整備に要する経費  4,222,000円（1,294,000 円） 

[一財 4,222,000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。 
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○ 内容 

・施設修理・調理器具の修繕を実施する。 

・熱風消毒保管庫、フライヤー兼回転釜を購入する。 

・教室用配膳台等を購入する。 

 

4 幼稚園費  1 幼稚園管理費 

[担当：学務給食課] P.237 

2001  幼稚園管理に要する経費  9,787,000 円（9,627,000円） 

[その他 4,108,000 円 一財 5,679,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[使用料：市立幼稚園入園料 @4,000円×25 人＝100,000 円] 

[使用料：市立幼稚園保育料 @5,500円×60 人×12 月＝3,960,000 円] 

[諸収入：雇用保険料本人負担分 48,000 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.239 

2101  幼稚園保健衛生に要する経費  678,000円（681,000円） 

[その他 8,000 円  一財 670,000 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×60人＝8,100円] 

○ 目的 

  学校保健法に基づき、園児及び教職員の定期健康診断を実施することで、園児及び教職

員の健康管理と健康保持を図る。 

○ 内容 

  園児及び教職員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。（園嘱託医、歯科医、薬剤師） 

 

4 幼稚園費    2 幼稚園振興費 

[担当：学務給食課] P.239 

2001  幼稚園就園奨励費補助関係経費  115,144,000円（105,893,000 円） 

[国･県 26,866,000 円  一財 88,278,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：幼稚園就園奨励費補助金 115,143,600 円×1/3×70%≒26,866,840 円] 

○ 目的 

  取手市幼稚園就園奨励費補助要綱に基づき、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。 
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○ 内容      

補助対象範囲及び保育料等の減免単価（補助金の年額） 

区 分 

小学校 1,2,3年生の兄姉が 

いない場合 いる場合 

1人就園の

場合又は同

一世帯から

2人以上就

園している

場合の最年

長者 

（第 1子） 

同一世帯か

ら 2 人以上

就園してい

る場合の次

年長者 

（第 2子） 

同一世帯か

ら 3 人以上

就園してい

る場合の左

以外の園児 

（第 3子 

以降） 

1人就園の

場合又は同

一世帯から

2人以上就

園している

場合の最年

長者 

（第 2子） 

同一世帯か

ら 2 人以上

就園してい

る場合の左

以外の園児 

（第 3子 

以降） 

公

立 

生活保護世帯 

市民税非課税世帯 

市民税所得割非課税世帯 

20,000 円 50,000 円 79,000 円 35,000 円 79,000 円 

私 

立 

生活保護世帯 223,200 円 264,000 円 303,000 円 244,000 円 303,000 円 

市民税非課税世帯 

市民税所得割非課税世帯 
193,200 円 249,000 円 303,000 円 222,000 円 303,000 円 

所得割課税額  

34,500 円以下の世帯 
109,200 円 207,000 円 303,000 円 159,000 円 303,000 円 

所得割課税額 

183,000 円以下の世帯 
46,800 円 175,000 円 303,000 円 111,000 円 303,000 円 

 

[担当：学務給食課] P.240 

2002  幼稚園児保育料補助関係経費  44,475,000 円（44,475,000 円） 

[一財 44,475,000円] 

○ 目的 

  私立幼稚園の園児の保護者に対し保育料を補助し、幼児教育に係る経済的負担の軽減を

図る。 

○ 内容 

  市内に在住し私立幼稚園に在園する満 3歳・3 歳・4 歳・5歳児の保育料の一部を保護者

に対して補助する。 

園児 1人当たり 月額 2,500円×在園月数×1,480 人 

 

[担当：学務給食課] P.240 

2003  幼稚園施設運営費補助関係経費  2,970,000円（2,970,000 円） 

[一財 2,970,000円] 

○ 目的 

  幼児教育環境の充実と、幼稚園設置者及び保護者の経済的負担の軽減を図る。 

○ 内容 

私立幼稚園の設置者に対し、幼稚園の運営及び施設整備の一部を補助する。 

1園当たり    270,000 円×11園＝2,970,000円 
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[担当：学務給食課] P.240 

2004  幼稚園障害児保育補助関係経費  1,320,000円（1,430,000 円） 

[一財 1,320,000円] 

○ 目的 

  幼稚園の障害児保育の振興を図る。 

○ 内容 

障害児を在園させている私立幼稚園の設置者に補助金を交付する。 

障害児 1 人当たり  年額 110,000 円×12人分＝1,320,000 円 

 

[担当：学務給食課] P.240 

2006  幼稚園預かり保育助成事業関係経費  726,000円（612,000 円） 

[一財 726,000 円] 

○ 目的 

  夏季休業日における幼児教育の振興を図る。 

○ 内容 

  夏季休業日に預かり保育事業を実施している幼稚園の設置者に対し補助金を交付する。 

1園当たり    774 円×実施時間×日数×1/2 

 

[担当：学務給食課] P.240 

2007 幼稚園共済掛金補助関係経費  181,000円（181,000円）  

[一財 181,000 円] 

○ 目的 

  私立幼稚園の災害共済掛金を補助し、幼児の福祉増進を図る。 

○ 内容 

  日本スポーツ振興センター災害共済掛金を納付している私立幼稚園の設置者に対して、

掛金の 1/2 の額を補助する。  私立幼稚園@135 円×1,340 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. 242 

2001 成人式に要する経費 2,155,000 円（2,260,0000 円） 

[一財 2,155,000円］ 

○ 目的 

 成人に達した若者の新たなる門出を祝す。 

○ 内容 

当該年度成人に達した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 @1,000 円×1,100人×1.05＝1,155,000 円 

 ・委託料   成人式実行委員会委託料 1,000,000 円 
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[担当：スポーツ生涯学習課] P. 243 

2201 生涯学習推進に要する経費  2,799,000円（2,529,000 円） 

[その他 450,000円  一財 2,349,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：市民大学講座受講料 450,000円］ 

○ 目的 

 市民一人一人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  

市民大学講座は、平成 23 年度からの新規事業として、専門的な知識を持っている

講師を招き、社会・文化・歴史など幅広い分野において調査・研究など中長期的な学

習機会を提供し、専門的な知識の習得を図る。 

また、所定学習時間の 7 割以上の出席者には修了証書を交付し、講座の企画運営、

講師として活躍する機会も設けるものである。 

 (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。 

  ・出前講座講師謝礼 @6,000×20 回＝120,000円 

(3)米づくりふれあい体験事業 

市内小学校児童（18校）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 220,000 円 

(4)生涯学習フェスティバル 

  市内の生涯学習団体による工夫を凝らした体験コーナーを展示し、多くの市民に生

涯学習の楽しさを経験してもらうことで、生涯学習の一層の振興を図る。 

(5)子育て学習講座 

就学時の健康診断時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。 

   ・子育て学習講座講師謝礼         290,000 円  

   ・家庭教育学級全体研修会保育謝礼      48,000 円 

・家庭教育学級委託料 @30,000 円×26 学級＝780,000 円 

(6)子どもサポーター事業 

小学生を対象に週末、地域の大人との関わりを通して、スポーツ活動、文化活動

など様々な体験活動を 6 地区で実施する。 

   ・取手市子どもふれあいひろば講師謝礼 @1,000×60 講座＝60,000 円 

 (7)取手生活学校委託事業 

   環境問題、消費生活対策の事業や牛乳パック回収、資源の再利用などの様々な実践 

活動を行っている取手生活学校に業務を委託することで、子供や大人に様々な体験学
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習の機会を提供し、環境美化に対する意識の高揚を図る。 

   ・生活学校委託料  60,000 円 

 

[担当：文化芸術課] P.244 

2801  市民芸術活動の推進に要する経費  3,675,000円（3,371,000円） 

[その他 2,140,000 円  一財 1,535,000 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 2,140,000 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。 

○ 内容 

（1）市主催事業の開催 

事業名 期日 内容 

取手市文化祭 

取手市藤代文化祭 
10･11月 

市民が日頃行っている文化的活動を集約し、技芸

と展示に分け発表 

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） 

取手美術作家展 6月 

身近な地元作家の作品展 

委託料 640,000 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

152,000 円 

第 42 回取手市美術展 11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 

（2）補助金の交付 

補助金交付先団体 予算額（円） 内容 

取手市文化連盟 488,000 
運営活動費の助成 

設立 40 周年記念イベント開催 

取手市藤代文化協会 216,000  運営活動費の助成 

取手尐年尐女合唱団 80,000 

一般公募補助事業新規採択 

運営活動費の助成 

市内及び近隣の児童生徒による合唱団 

国際音楽の日コンサート

～手を取り合って歌いっ

ぱいの取手市に～ 

100,000 

一般公募補助事業新規採択 

運営活動費の助成 

2009 国際音楽の日コンサート出演者で

できたグループが中心となり、2年後の

第 2 回目となる国際音楽の日コンサー

トにつながる活動を行う。 
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[担当：文化芸術課] P.244 

2901  市民会館・福祉会館管理運営に要する経費  81,004,000 円（81,036,000 円） 

[一財 81,004,000円] 

○ 目的 

行政の粋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(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。ま

た、市民会館・福祉会館に緊急の修繕等が発生したときに対応し利用者の安全を確保する。 

経費内訳 予算額（円） 内容 

修繕料 800,000 両施設分 

市民会館・福祉会館指定管理料 78,700,000 両施設の管理運営に係る指定管理料 

照明機器リース料 1,260,000 
市民会館舞台用ピンスポットライト

リース料 

電話交換機使用料 170,000 福祉会館の電話交換設備のリース料 

 

[担当：文化芸術課] P.245 

3001  東京芸術大学との交流に要する経費  4,756,000 円（3,819,000 円） 

[その他 2,446,000 円  一財 2,310,000 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 2,446,000 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、市民と芸大との交流を深め、

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 

市民と芸大が交流を深めるための事業を実施する。 

事業名 内容 

市内小中学校と芸大との 

文化交流 

市内の希望する中学校と小学校が、芸大生による

音楽・美術の指導を受ける。 

指導者謝礼 2,400,000 円 

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 

ミニコンサートの開催 

芸大音楽学部によるミニコンサートを年 2回開催

する。（藤代公民館、福祉交流センターを予定） 

出演謝礼 160,000円 

著作権演奏使用料 5,000 円 

国際陶芸シンポジウム負担金 

国際陶芸シンポジウムは 23 年度に東京芸術大学

主催で開催される。取手校地においても、市民及

び市内の中学生と陶芸を通じた国際交流等を開

催する。 

負担金 1,000,000円 
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[担当：文化芸術課] P.246 

3301  アートのあるまちづくり推進に要する経費  13,643,000 円（9,148,000 円） 

[その他 9,782,000 円  一財 3,861,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：井野アーティストヴィレッジ利用料 4,749,000円] 

[諸収入：オータムジャンボ宝くじ収益金市町村交付金 5,033,000 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取手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。 

○ 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。 

事業名 予算額（円） 内容 

ストリートアートステージ 4,000,000 
ストリートアートステージ 2011作品制作

委託料（東京芸術大学） 

取手の芸術活動連携サポート 700,000 

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こ

とにより、取手のアートの魅力を高める

ための委託料 

井野アーティストヴィレッジ 5,542,000 7戸分施設賃借料 

取手アートプロジェクト 3,240,000 
取手アートプロジェクト事業を運営する

ための補助金 

 

[担当：文化芸術課] P.247 

3701  アートギャラリーの管理運営に要する経費 6,890,000 円（6,621,000 円） 

[その他 338,000円  一財 6,552,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[使用料：アートギャラリー使用料 219,000円] 

[使用料：市民ギャラリー使用料 119,000 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

ーの貸し出しを行なうとともに、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。 
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[担当：スポーツ生涯学習課] P. 247 

3801 放課後児童対策事業に要する経費  186,368,000 円（139,610,000 円） 

[国･県 56,831,000 円  地方債 42,400,000 円  その他 32,881,000 円   

一財 54,256,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[県補：放課後児童対策事業補助金  

     ・児童厚生施設等整備費補助金     21,504,000 円×2/3＝14,336,000 円 

・放課後児童健全育成事業費    45,063,000 円×2/3＝30,042,000 円 

・放課後子ども教室推進事業費   17,030,000 円×2/3＝11,353,333 円 

・運営協議会謝礼           60,000 円×2/3＝  40,000円 

・コーディネーター経費       1,440,000 円×2/3＝  960,000円 

・子育て支援対策臨時特例交付金   100,000 円×1＝   100,000 円] 

[市債：合併特例債 (59,051,000 円-14,336,000円)×95%≒42,400,000 円] 

[繰入金：学校施設整備基金繰入金 2,200,000 円] 

[負担金：放課後児童対策事業保護者負担金 30,000,000 円］ 

[諸収入：雇用保険本人負担金 @113,577,000×0.6%＝681,000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。 

また、今年度は永山小改築工事に伴い、放課後子どもクラブを利用する児童が安全で快適

に過ごせるクラブ室の環境整備を図る。 

○ 内容 

主な経費は、永山小学校放課後子どもクラブ改築工事委託料及び請負費、指導員臨時職

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修繕費である。 

・永山小放課後子どもクラブ室改築工事監理業務委託料 1,677,000円 

・永山小放課後子どもクラブ室改築工事 57,374,000 円 

・指導員臨時職員賃金 115 人 113,577,000 円 

・コーディネーター謝礼 @1,440×5h×100 日×2 人 1,440,000円 

・学習アドバイザー謝礼 @1,080×2h×12 日×6 人×18 校 2,800,000円 

・クラブ室修繕     @20,000×18 校 360,000 円 

平成 20 年度より市内 18 小学校全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指導員のほかに、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.249 

0501 公民館事務に要する経費 50,006,000 円（52,002,000 円） 
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[その他 5,051,000 円  一財 44,955,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[使用料：公民館使用料 4,560,000円] 

[諸収入：コピー使用料 480,000 円] 

[諸収入：電話通話料 1,000円] 

[諸収入：電気使用状況モニター 10,000 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、委託料等であ

る。 

  ・光熱水費  20,929,000円（各公民館施設の光熱水費） 

  ・修繕料    2,072,000円（各公民館施設の修繕） 

  ・委託料   17,418,000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） 

 

[担当：公民館] P.250 

2001  公民館管理運営に要する経費  35,902,000 円（35,822,000 円） 

[一財 35,902,000円] 

○ 目的 

公民館運営を円滑に行い、市民の利便性の向上を図る。 

○ 内容 

公民館長の報酬及び各公民館に配置の臨時職員賃金が主な経費である。 

今年度から利用者の多い井野、戸頭、藤代の 3館でハッピーマンデーの開館を試行的に

実施する。平成 23 年度は、7 月 18日（海の日）、9月 19 日（敬老の日）、10月 10 日（体

育の日）、平成 24年 1 月 9日（成人の日）の 4日間である。 

 ・公民館長報酬   1,068,000 円（山王、六郷、相馬、相馬南、高須、久賀の 6館分） 

 ・臨時職員賃金  34,114,000 円（ハッピーマンデー開館分 147,120円を含む） 

 

[担当：公民館] P.251 

2101  公民館活動に要する経費  2,395,000 円（2,555,000円） 

[一財 2,395,000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、青尐年や一般成人を対象に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 1,704,000円（各公民館講師謝礼等） 
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5 社会教育費    3 図書館費 

[担当：図書館] P.251 

2001  図書館管理運営に要する経費  21,876,000 円（22,597,000 円） 

[一財 21,876,000円] 

○ 目的 

市民に親しまれる図書館として、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 

施設の管理運営上、必要な維持管理を行う。主な経費は図書館の需用費、委託料等で

ある。 

・光熱水費      9,966,000円（取手・ふじしろ各館の光熱水費） 

  ・委託料        9,105,000 円（清掃管理委託、冷暖房機保守点検委託、他） 

 

 [担当：図書館] P.252 

2101  図書館活動に要する経費  47,150,000 円（44,588,000 円） 

[その他 271,000円  一財 46,879,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：コピー使用料 192,000 円] 

[諸収入：雇用保険料本人負担分 79,000 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。 

  子ども読書活動推進計画を施行し、子どもたちが生涯にわたる読書習慣を身に付けるこ

とができるよう、読書の意義や効用についての理解と関心を深め、発達段階に応じた本と

出合うきっかけづくりを行い、豊かな感受性の育みに寄与する。 

 

[担当：図書館] P.254 

2201  図書館資料購入に要する経費  31,829,000 円（31,829,000 円） 

[その他 102,000円  一財 31,727,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：図書弁償金 102,000 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      25,965,000 円 

    ・定期刉行物等資料購入費    3,450,000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.254 

2001  文化財保護に要する経費  636,000円（893,000 円） 

[その他 5,000 円 一財 631,000 円] 

＊ 特財積算根拠 

[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 

「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。 

・指定文化財管理補助金 19件  519,000 円 

・文化財記録、第 57回文化財防火デーに伴う消防訓練経費  82,000円 

・文化財説明板用 QRコードシール印刷代 28,000 円 

 

[担当：教育総務課] P.255 

2101 旧取手宿本陣管理運営に要する経費 6,918,000 円（7,777,000 円） 

[その他 240,000円 一財 6,678,000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） 1,523,000 円 

・土地賃借料（史跡、駐車場）           4,792,274 円 

 

[担当：教育総務課] P.256 

2401 埋蔵文化財調査・整理に要する経費 2,352,000 円（2,352,000 円） 

[国･県 1,000,000円 その他 345,000円 一財 1,007,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：市内遺跡確認緊急調査費補助金 2,000,000 円×1/2以内＝1,000,000 円] 

[負担金：発掘調査原因者負担金 285,000 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。 
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○ 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)国・県補助事業 総事業費 2,000,000円 

  【内訳】賃金(420,500 円×2件)       841,000 円 

      需用費(一式)            160,000 円 

     発掘作業委託料(373,500 円×2 件)  747,000 円 

      使用料(126,000 円×2 件)      252,000 円 

(2)原因者負担発掘調査 285,000 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。 

【内訳】賃金                92,000 円 

      需用費(一式)            21,000 円 

     発掘作業委託料          124,000 円 

      使用料              48,000円 

 

[担当：教育総務課] P.257 

2501 埋蔵文化財センター活動に要する経費 715,000 円（715,000円） 

[一財 715,000 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  300,000 円×2 回＝600,000 円 

 

[担当：教育総務課] P.257 

2601 民俗資料収蔵庫管理運営に要する経費 293,000 円（106,000円） 

[一財 293,000 円] 

○ 目的 

食とくらしの資料保存館を、引き続き農具などの民俗資料中心の収蔵・公開施設として

管理運営し、埋蔵文化財センターとともに文化財の情報発信の充実を図る。 

○ 内容 

 市内で収集した民俗資料を中心に収蔵・公開する。平成 23 年度は、合併時から実施して

いた収蔵資料の再整理を基に、展示スペースの充実を図り、公開する。 

      展示用消耗品（アルミ額・パーテーション等） 100,000 円 
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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.259 

1001  体育指導委員に要する経費 1,500,000円（1,273,000 円） 

[一財 1,500,000円] 

○ 目的 

  市民の体力づくりと地域スポーツ活動の振興を図る｡ 

○ 内容 

  市民のスポーツ活動促進のための組織の育成や各種大会への指導助言を実施する。また、

総合型地域スポーツクラブの活動やニュースポーツ等、地域スポーツの普及拡大に努める｡ 

また、本年度は関東体育指導委員研究大会が茨城県で開催されるため、会場役員とし

て、本市からも同大会に出席するため、日額報酬の増加となっている。 

 

[担当：スポーツ生涯学習課] P.259 

2001  スポーツ団体育成推進関係経費  9,597,000円（9,597,000 円） 

[一財 9,597,000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。 

○ 内容 

  今年度は、下表の体育協会･スポーツ尐年団の育成支援のほか、市公募補助金の交付を受

け活動する総合型地域スポーツクラブの育成を図る。 

団 体 名 団 体 数 会 員 数 活 動 内 容 

体 育 協 会 
30部 

214 団体 
7,634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 

スポーツ尐年団 
11連盟 

40単位団 
1,535人 

・青尐年のスポーツ指導 

・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 

 

[担当：スポーツ生涯学習課] P.260 

2002  社会体育振興関係経費  680,000 円（680,000円）  

[一財 680,000 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の

大会を実施する。 
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  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 

 

[担当：スポーツ生涯学習課] P.260 

2003  スポーツ振興奨励関係経費  800,000 円（800,000 円） 

[一財 800,000 円] 

○ 目的 

 市におけるスポーツの振興及び生涯スポーツの振興普及を図る。また、身近なスポーツ･

レクリエーション活動の支援をする｡ 

○ 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

金を支給することにより、出場選手の負担の軽減と優秀選手の育成を図る｡ 

 

[担当：スポーツ生涯学習課] P.260 

2101  学校施設開放に要する経費 544,000 円（564,000 円） 

[一財 544,000 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、市内小学校の体育館及び校庭

並びに中学校の体育館・武道場及び校庭を、登録した市民のスポーツ・文化団体に、学校

教育に支障のない範囲で開放する｡ 

 

6  保健体育費   2  体育施設費 

[担当：スポーツ生涯学習課] P.261 

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  122,970,000 円 

[一財 122,970,000 円]                            (127,617,000 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 

2期目となる指定管理者制度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、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     120,661,000 円（人件費、施設管理費等含む） 

  火災保険料        155,000円 

敷地賃借料       2,154,000 円 

 

[担当：スポーツ生涯学習課]  P.261 

2201  藤代スポーツセンター管理運営に要する経費  33,489,000円（32,825,000 円） 
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[その他 6,101,000 円  一財 27,388,000円] 

＊特財積算根拠 

[使用料：テニスコート使用料 1,413,000 円] 

[使用料：野球場使用料 1,402,000円] 

[使用料：多目的グランド使用料 418,000 円] 

[使用料：総合体育館使用料 2,831,000円] 

[諸収入：コピー使用料 36,000円] 

[諸収入：ファクシミリ使用料 1,000 円] 

○ 目的 

生涯スポーツの拠点施設として、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、市民の健康増進とスポーツ団体相互の交流を深める。 

○ 内容 

 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・体力づくりの拠 

点として、またスポーツ・レクリエーションの普及発展に努める。 

 

[担当：スポーツ生涯学習課]  P.262 

2301 藤代武道場管理運営に要する経費 4,618,000円（4,731,000円） 

[その他 1,523,000 円  一財 3,095,000 円] 

＊特財積算根拠 

[使用料：藤代武道場使用料 1,523,000円]      

○ 目的 

生涯スポーツの拠点として、武道場（柔道場・剣道場・弓道場）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 

 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・体力づくりの拠 

点として、またスポーツ・レクリエーションの普及発展に努める。 

 

[担当：スポーツ生涯学習課]  P.263 

2401 社会体育施設に要する経費 1,962,000円（1,377,000 円） 

[その他 516,000円  一財 1,446,000円] 

＊特財積算根拠 

[使用料：高須体育館使用料 52,000円]      

[諸収入：こども発達センター光熱水費使用料 464,000 円] 

○ 目的 

生涯スポーツの拠点として、施設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 

 高須体育館（社会体育施設）として、更なる利用者の拡大を目指し、市民の健康・体力 

づくりの拠点として、またスポーツ・レクリエーションの普及発展に努める。 
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6 保健体育費    3 学校給食センター費 

[担当：学務給食課] P.264 

2001  給食センター運営に要する経費  132,137,000円（132,121,000 円） 

[その他 121,943,000円  一財 10,194,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：幼稚園給食代 3,194,000円 ※月額 4,050円] 

[諸収入：小学校給食代（センター分）76,760,000 円 ※月額 4,120 円] 

[諸収入：中学校給食代（センター分）41,989,000 円 ※月額 4,620 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             121,943,000 円 

  中蓋付二重食缶（丸缶）購入 1,300,000 円 

 

[担当：学務給食課] P.265 

2101  給食センター施設整備に要する経費 31,171,000円（25,932,000円） 

[一財 31,171,000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 

・光熱水費                 7,380,000円 

・施設修理、調理器具等の修繕料    1,500,000円 

・給食運搬業務の委託料         12,267,000円 

 ・ボイラー運転管理委託料         5,292,000 円 

 

 


