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3 都市計画費    6 都市排水費 

[担当：排水対策課] P.193 

2001  排水路の維持管理に要する経費 25,398,000円（44,588,000円） 

[一財 25,398,000円] 

○ 目的 

  市内の都市排水施設にかかる維持管理経費である。 

○ 内容 

  市内の雨水排水ポンプ施設・調整池の点検及び維持管理を実施する。 

    需用費         消耗品費                 10,000円 

光熱水費                   8,220,000円 

    修繕料         緊急対応修繕                 2,000,000円 

  役務費     双葉ポンプ場緊急電話使用料       65,000円 

          双葉第1ポンプ場火災保険料       8,000円 

          水路災害保険料            732,000円 

  委託料     水路草刈委託料           1,350,000円 

          雨水調整池清掃委託料        2,421,000円 

          双葉ポンプ場電気保安委託料      114,000円 

          排水路清掃委託料           4,480,000円 

          排水用ポンプアップ施設点検委託料  4,998,000円 

          緊急排水ポンプ設置委託料       800,000円 

  原材料費    都市下水路補修材           200,000円 

 

[担当：排水対策課] P.194 

2101  樋管の維持管理に要する経費  11,396,000円（21,607,000円） 

[その他 1,700,000円 一財 9,696,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：樋管管理業務受託収入 1,700,000円] 

○ 目的 

  利根川、小貝川への都市排水放流口である樋管の維持管理費である。 

○ 内容 

  樋管の操作は地元と密接している各消防団と民間に委託する。 

    需用費           消耗品費                         2,000円 

燃料費                          32,000円 

光熱水費                                2,652,000円 

  役務費       古戸排水機場天井クレーン法定点検性能検査手数料 50,000円 

            樋管操作員保険料                    420,000円 
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    委託料           樋管管理委託料                          3,624,000円 

            電気保安委託料                          569,000円 

            排水機場施設点検委託料                3,684,000円 

  使用料及び賃借料  古戸排水機場公共下水道使用料               13,000円 

  工事請負費     排水機場サージタンク昇降階段転落防止施設設置工事 

                                   350,000円 

[担当：排水対策課] P.194 

27  都市排水整備に要する経費  226,329,000円（159,474,000円） 

[国･県 12,760,000円 地方債 160,100,000円 一財 53,469,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：まちづくり交付金 31,900,000円×40%＝12,760,000円] 

[市債：都市排水路整備事業債 17,500,000円×75%≒13,100,000円] 

[市債：合併特例債 （167,614,000円－12,760,000円）×95%≒147,000,000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 

  今年度は青柳地区の基本及び実施設計と、井野台 3丁目及び藤代地区において雨水排水

整備工事を行う。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。 

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

事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 

2702 井野1号雨水排水 1,343,000 家屋調査委託料      893,000 

家屋補償費(3棟)     450,000 

2705 下高井2号雨水幹線 6,602,000  雨水排水整備負担金   6,602,000 

(下水道組合) 

舗装復旧・家屋補償・架空移設 

2715 青柳地区雨水排水 31,973,000 基本設計委託料     11,540,000 

A＝51.4ha 

実施設計委託料     20,433,000 

L＝855m 

2729 北部汚水幹線 4,200,000 汚水排水整備負担金      4,200,000 

(下水道組合) 

舗装復旧・家屋補償 
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2733 井野台3丁目雨水排水 137,752,000 家屋調査委託料     2,111,000 

雨水排水整備工事   131,156,000 

φ1,000 L＝126m 

ガス管移設補償費(φ50) 4,485,000 

2736 下高井特定土地区画整理

関連排水整備 

17,478,000 雨水排水整備負担金     17,478,000 

(下水道組合) 

雨水：φ300～□2,800×2,300 

   L＝1,980m 

汚水：φ150～200 L＝4,043m 

2737 本町雨水排水 1,500,000 家屋調査委託料     1,050,000

家屋補償費(3棟)      450,000 

2754 椚木雨水幹線 867,000 家屋調査委託料      546,000

家屋補償費(2棟)      300,000 

雨水排水整備負担金      21,000 

(下水道組合) 

□1,000×1,000 900×900  

L＝139m 

2755 取手1号雨水幹線 6,085,000 雨水排水整備負担金   6,085,000 

(下水道組合) 

φ800 L＝80m 

舗装復旧・家屋補償・移設補償 

2756 藤代地区雨水排水 17,500,000 実施設計委託料     17,500,000 

圧送管φ400×2 L＝170m 

2757 藤代1号雨水排水 1,029,000 家屋調査委託料(4棟)  1,029,000 

 

2702 井野1号雨水排水(市施工)       2705下高井2号雨水幹線(下水道組合施工) 

 



 - 116 - 

2715 青柳地区雨水排水(市施工)       2729 北部汚水幹線(下水道組合施工) 

  
 2733 井野台3丁目雨水排水(市施工)   2736 下高井特定土地区画整理関連排水整備 
                                (下水道組合施工) 

 

2737 本町雨水排水(市施工)        2754 椚木雨水幹線(市･下水道組合施工) 
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2755 取手1号雨水幹線(下水道組合施工)  2756 藤代地区雨水排水(市施工) 

2757 藤代1号雨水排水(市施工) 

 

 

3 都市計画費    7 公共下水道事業費 

[担当：排水対策課] P.197 

2001  取手地方広域下水道組合負担金  1,865,000,000円（1,689,000,000円） 

[一財 1,865,000,000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 

・処理場施設改築施工監理委託・沈砂池施設更新工事 

・枝線管渠整備 面整備 20.57ha 

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） 

 
[担当：排水対策課] P.197 

2101  日本下水道事業団負担金  334,000円（398,000円） 

[一財 334,000円] 
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○ 目的 
 下水道事業の根幹的施設の建設、設計、技術援助、研修、技術開発を主たる目的とした

もの。 
○ 内容 
 各種研修会、試験研究費、受託研究調査費、技術評価等調査費を主たる内容としている。 
 

3 都市計画費    8 公園緑地費 

[担当：水とみどりの課] P.198 

2201  保存緑地・保存樹木等に要する経費  441,000円（679,000円） 

[その他 441,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[繰入金：みどりの基金繰入金 441,000円] 

○ 目的 

  貴重な緑地及び樹木等を条例に基づいて指定し、そ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、緑の保全を図る。 

○ 内容 

(1)保存緑地・保存樹木等助成金  441,000円 

    保存樹木  64本(2,700円/本) 

    保存緑地  19箇所22件(9円/㎡、上限9,000円) 

    保存樹林  6箇所(180円/ｍ、上限18,000円) 

 

[担当：水とみどりの課] P.198 

2301  取手駅西口緑地花壇管理に要する経費  473,000円（596,000円） 

[その他 473,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[繰入金：みどりの基金繰入金  473,000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を適正に管理することにより、緑化の

推進と環境の美化を図る。 

○ 内容 

    需用費   60,000円     

委託料  413,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.199 

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

[その他 56,000円  一財 394,000円] 
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＊ 特財積算根拠 

[財産収入：みどりの基金利子 56,000円] 

○ 目的 

  あけぼの市民緑地を適正に管理することにより、緑を保全し、市民の憩いの場としての

機能を維持する。 

○ 内容 

   委託料   450,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.199 

2501  緑化推進に要する経費  3,971,000円（800,000円） 

[その他 3,971,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[繰入金：みどりの基金繰入金 3,971,000円] 

○ 目的 

  緑化推進のための様々な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

意識の高揚を図る。 

○ 内容 

 例年同様、緑の募金、苗木や花鉢の配布、緑化ボランティアへの支援等を行うとともに、

市内の巨木や珍しい樹木百余本を掲載した書籍を出版、販売する。 

  取手市緑化推進委員会への緑化推進事業委託料  800,000円 

  書籍印刷製本費               3,171,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.199 

2701  公園維持管理に要する経費  81,496,000円（81,275,000円） 

[その他 6,597,000円  一財 74,899,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[使用料：公園施設使用料 6,550,000円] 

[諸収入：雇用保険料本人負担分 17,000円] 

[諸収入：資源物売却代 30,000円] 

○ 目的 

  公園施設の維持管理を実施する。(公園数 217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                      585,000円 

   賃金                      4,472,000円 
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   需用費                   15,914,000円 

   役務費                       23,000円 

   委託料                   47,043,000円 

   使用料及び賃借料           8,096,000円 

   工事請負費                 1,700,000円 

   原材料費                   1,000,000円 

   備品購入費                2,500,000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.201 

2908  市民と協働による公園整備事業  3,787,000円（17,060,000円） 

[一財 3,787,000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 

戸頭地区をモデル地区とし、とがしら公園に利用者の要望をとりまとめ、利用要望の多

い介助予防施設の設置を実施する。 

   工事請負費  公園整備工事   3,787,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[担当：水とみどりの課] P.201 

2909  （仮称）下高井近隣公園整備事業  427,000,000円 （150,000,000円） 

[国･県169,000,000円  地方債 101,600,000円 その他 156,400,000円] 

H22 事業予定箇所 

と が し ら 公 園 
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＊ 特財積算根拠 

[国補：都市公園事業費補助金  

用地費補助金 267,000,000円×1/3＝89,000,000円 

施設整備費補助金 160,000,000円×1/2＝80,000,000円] 

[市債：合併特例債 

（267,000,000円－89,000,000円－111,000,000円）×95%≒63,000,000円 

 160,000,000円×1/2×1/2×95％＝38,000,000円] 

[諸収入：都市再生機構 151,000,000円] 

[繰入金：みどりの基金繰入金 5,400,000円] 

○ 目的 

当該公園は、取手都市計画事業下高井特定区画整理事業地内に計画されている公園で、

自然に配慮した、人々が安らぎを感じられる公園空間の整備を行い、都市再生機構施行に

よる土地区画整理事業と同様、平成25年度完成を目指している。 

本公園の整備により、土地区画整理事業によって供給される住宅地及び近隣住宅に対し、

より良好な居住環境を提供する。 

○ 内容 

土地区画整理事業施行地区面積の 2%を超える下高井近隣公園部分について、公共施設管

理者負担金及び施設整備委託料を計上する。 

   公共施設管理者負担金            267,000,000円 

  施設整備委託料          160,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[担当：水とみどりの課] P.201 

3301  水辺利用推進に要する経費  1,788,000円（1,459,000円） 

[一財 1,788,000円] 

H22年度事業箇所 
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○ 目的 

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

トの開催等により、河川についての市民意識の高揚を図る。 

○ 内容 

   需用費                                40,000円 

   役務費    賠償保険料                 15,000円 

   委託料    とりで利根川河川まつり   1,300,000円 

              レンタサイクル            433,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.202 

3401  小堀の渡し運航に要する経費  13,231,000円（10,850,000円） 

[その他 130,000円  一財 13,101,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[使用料：渡船使用料 130,000円] 

○ 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)の運行業務委託料と中間検査にかかる経費及び修繕料等

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 

    需用費        3,142,000円 

  役務費      15,000円 

    委託料       10,069,000円 

     

[担当：水とみどりの課] P.202 

3501  舟運交流推進に要する経費  1,274,000円（200,000円）  

[一財 1,274,000円] 

○ 目的 

利根川流域自治体が、利根川を軸として相互に連携、協力し合い、舟運の復活を目指し、

水面・河川空間の利用促進及び沿川市町村の地域交流による地域活性化に向けた活動を推

進する。 

○ 内容 

利根川下流域 19市町村で構成された「利根川舟運・地域づくり協議会（平成 20年 4月設

立）」への負担金及び地域連携交流事業に要する経費、また、一級河川の流域市町村からな 
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る「全国川サミット連絡協議会」の活動に要する経費及び負担金を計上する。 

  旅費         84,000円 

  委託料    1,080,000円 

負担金      110,000円  

        ・全国川サミット連絡協議会負担金   100,000円      

      ・利根川舟運・地域づくり協議会負担金  10,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.202 

3601  緑の少年団に要する経費  189,000円（210,000円）   

[その他 90,000円  一財 99,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入：森林愛護運動推進事業補助金 90,000円] 

○ 目的 

  緑を愛し、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         189,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.203 

3701  フラワーカナル事業に要する経費  1,490,000円（1,672,000円）   

[一財 1,490,000円] 

○ 目的 

  小貝川河川敷での花づくり（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 

需用費                        656,000円  

委託料                        831,000円 

役務費                 3,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.203 

3801  北浦川緑地管理に要する経費  19,849,000円（19,784,000円） 

[国･県 10,000,000円  その他 120,000円  一財 9,729,000円] 
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＊ 特財積算根拠 

[県委：北浦川緑地管理委託金 19,849,000円×1/2≒10,000,000円] 

[諸収入：北浦川緑地利用料 120,000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。 

    需用費                        469,000円 

役務費                         10,000円 

    委託料                     19,323,000円 

    原材料費                       47,000円 

 

[担当：水とみどりの課] P.203 

4101  かわまちづくり事業に要する経費 1,529,000円  新規 

[一財 1,529,000円] 

○ 目的 

 市内の小貝川・利根川の河川敷や堤防上を活用して、サイクリング道路や休憩施設等を

整備し、沿川の観光・レクリエーション施設やイベントを結びつけることにより、川を活

かしたまちづくりをすすめる。 

○ 内容 

  伐採木ベンチ製材加工代 4基分   60,000円 

  新大利根橋付近サイクリング道路整備 

 ガードパイプ、標識等 1,449,000円 

  市町村川の駅推進協議会負担金       20,000円 

 

4 住宅費    1 住宅管理費 

[担当：管理課] P.205 

2001  市営住宅管理に要する経費  77,304,000円（30,101,000円） 

[国･県 18,873,000円  地方債 30,000,000円 その他 24,956,000円 一財 3,475,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[国補：地域住宅交付金 41,940,000円×45%＝18,873,000円] 

[市債：市営住宅整備事業債 (40,040,000円－18,018,000円)×100%≒22,000,000円] 

[市債：市営住宅整備事業債 10,746,000円×75%≒8,000,000円] 

[使用料：住宅使用料 24,956,000円]  
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○ 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 

315戸 236戸 59戸 20戸 

※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                      1,600,000円 

       退去時修繕                      1,400,000円 

       床張替修繕                       1,300,000円 

       浴槽・風呂釜修繕                1,200,000円 

(3) 業務委託 

       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 

       駒場B住宅改修工事設計業務委託料        1,000,000円 

(4) 市営住宅工事 

駒場A住宅改修工事                     49,786,000円 

市営住宅テレビアンテナデジタル対応工事  1,940,000円 

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

 (6) その他の経費 火災保険料等         726,000円 

 

 


