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3 都市計画費    5 街路事業費 

[担当:まちづくり整備課 → H18道路課] P.206 

2002 都市計画道路3･4･3号上新町環状線に要する経費（寺田工区）             

383,632,000円（316,170,000円） 

[地方債 310,300,000円  一財73,332,000円] 

＊特財積算根拠 

[市債:地方特定道路整備事業債  344,800,000×90％≒310,300,000円] 

〇 目的 

  市内を循環する重要路線であり、早期に整備を促進することにより、市民の利便性の向

上を図る。 

〇 内容 
  本年度の事業費、整備内容等は下記のとおり。 

(1)工事 

･道路改良工事           307,800,000円 

･道路改良付帯工事        49,000,000円 

(2)業務委託 

･工事家屋事後調査委託       600,000円 

･工事完成図書作成業務委託 20,000,000円 

(3)工損補償費 

･家屋補償費         300,000円 

(4)物件補償 

･路線名 ： 3･4･3号上新町環状線(市道0114号線) 

･件  数 ： １件 

･補償額 ：         5,000,000円 

 

都市計画道路3･4･3号線位置図（寺田工区） 
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[担当:まちづくり整備課 → H18道路課] P.207 

2004 都市計画道路3･4･3号上新町環状線に要する経費（井野工区） 

26,033,000円 新規 

[地方債 24,700,000円  一財1,333,000円] 

＊特財積算根拠 

[市債:合併特例債  26,000,000×95％＝24,700,000円] 

〇 目的 

  市内を循環する重要路線であり、早期に整備を促進することにより、市民の利便性の向

上を図る。 

〇 内容 
  都市計画道路3･4･3号線（寺田工区）の完了に伴い（18年度末予定）、井野工区の事業化

に向けて、本年度は事業認可を取得するための測量実施設計を作成する。 

(1) 業務委託 

･測量実施設計委託     26,000,000円 

 

都市計画道路3･4･3号線位置図（井野工区） 

 

 

3 都市計画費    6 都市排水費 

[担当:排水対策課]  P.208 

2001  排水路の維持管理に要する経費 17,808,000円（13,628,000円） 

[一財 17,808,000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の点検及び維持管理を実施する。 

    需用費         光熱水費          6,588,000円 

                   修繕料              819,000円 
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    委託料         水路草刈委託料                    2,161,000円 

                   新取手滞留槽管理委託料              889,000円 

                   排水用ポンプアップ施設点検委託料  4,326,000円 

                   長町ポンプ設置委託料                473,000円 

                   上郷排水樋管ポンプ設置委託料        473,000円 

 

[担当: 排水対策課]  P.208 

2101  樋管の維持管理に要する経費  49,224,000円（57,355,000円） 

[地方債 21,900,000円  その他 5,475,000円  一財 21,849,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入:樋管管理業務受託収入  5,475,000円] 

[市債:排水機場整備事業債  11,300,000円×75%≒8,400,000円] 

[市債:都市排水路整備事業債  18,000,000円×75%＝13,500,000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         光熱水費           2,442,000円 

    委託料         樋管管理委託料    17,056,000円 

    工事請負費     排水機場施設工事  29,300,000円 

           添排水機場ポンプ工事 

           中谷津排水機場ポンプ工事 

           長町排水樋管自動水位計工事 

           各排水樋管ゲート塗装工事 

 

[担当：排水対策課]  P.209 

27    都市排水整備に要する経費  373,350,000円（376,800,000円） 

[地方債 285,400,000円  その他2,000,000円 一財85,950,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入:舗装復旧業務受託収入  2,000,000円] 

[市債:都市排水路整備事業債（36,000,000－2,000,000円）×75%=25,500,000円] 

［市債:合併特例債 273,700,000円×95%≒259,900,000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、井野雨水幹線分水路、及び一般排水整備 2か所と、新取手地区雨水

排水整備を行う。また、汚水事業として北部汚水幹線の工事を実施する。 
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都市排水整備事業一覧                                                （単位：円） 

事 業 名 事 業 費 事 業 内 容 

2701 井野2号雨水幹線 3,000,000 雨水排水整備負担金      3,000,000 

（下水道組合） 

2718 八重洲雨水排水             

 

7,900,000 

 

家屋調査委託料          3,500,000 

ガス管補償              4,000,000 

家屋補償                  400,000 

2720 稲雨水幹線  132,750,000  家屋調査委託料          5,250,000 

工事費                 91,200,000 

補償費                 36,300,000 

2721 新取手地区雨水排水 36,000,000 工事費                 36,000,000 

道路復旧  L=230m  舗装復旧  780㎡ 

U字溝300×300布設 

2726 井野雨水幹線 143,000,000 工事費                143,000,000 

□2,000×□2,000  L=160m 

2728 下高井雨水幹線        18,659,000 雨水排水整備負担金     18,659,000 

(下水道組合) 

L=580.0m  開渠工17.85m・1.0×3.71m 

2729 北部汚水幹線 23,394,000 汚水排水整備負担金     23,394,000 

（下水道組合） 

北部幹線  開削工事Ф450  L=235m 

北部3号幹線 推進工事Ф500  L=212m 

新取手4・5丁目L=282m Ф250・300  

2736 下高井特定土地区画整理

関連排水整備 

1,080,000 雨水排水整備負担金      1,080,000 

L=129.6m  雨水管渠  Ф1100  

 

2747 永山地区雨水排水     3,200,000 

 

ガス管補償              1,200,000 

電柱移設補償            2,000,000 

 

 

2753 駒場地区雨水排水整備 2,500,000 雨水流末概略検討業務委託 

  1,500,000 

家屋補償                1,000,000 

2754 北浦川2号雨水幹線 1,867,000 雨水排水整備負担金      1,867,000 

詳細設計L=100m  □2,300×2,000 

幹線工事L=40m □2,300×2,000 
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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.211 

2001  取手地方広域下水道組合負担金  1,908,000,000円（1,816,000,000円） 

[一財 1,908,000,000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 

・県南クリーンセンター汚泥処理施設改築・更新工事 

・幹線管渠整備（小文間 3号枝線工事、野々井ポンプ場増設工事、高須ポンプ場改築・更

新工事） 

・枝線管渠整備  面整備  36.44ha 

    整備区域(本郷・駒場・戸頭・白山・井野台・寺田・桑原・新取手・小文間・上萱場・

椚木・谷中・宮和田・藤代) 

 

3 都市計画費    8 公園緑地費 

[担当:水とみどりの課]  P.212 

0501  公園緑地事務に要する経費  358,000円（358,000円） 

[一財 358,000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。 

   旅費                    28,000円 

   需用費                  10,000円 

   負担金、補助及び交付金 320,000円  

 

[担当:水とみどりの課]  P.212 

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 

  条例に基づき、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 

 

[担当:水とみどりの課]  P.212 

2101  みどりのリサイクル推進に要する経費  698,000円（730,000円） 

[一財 698,000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。 
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○ 内容 

  提供庭木(100本)の移植及びストック場の管理 

     需用費  80,000円    委託料  618,000円 

 

[担当:水とみどりの課]  P.213 

2201  保存緑地・保存樹木等に要する経費  657,000円（657,000円） 

[一財 657,000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  463,000円 

    保存樹木  55本(3,000円/本) 

    保存緑地  18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 

(3)賠償保険                     144,000円 

 

 [担当:水とみどりの課]  P.213 

2301  取手駅西口緑地花壇管理に要する経費  638,000円（642,000円） 

[一財 638,000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。 

○ 内容 

  光熱水費及び管理委託料 

   需用費  60,000円    委託料  578,000円 

 

[担当:水とみどりの課]  P.213 

2401  市民緑地整備に要する経費  950,000円（450,000円） 

[その他 27,000円  一財 923,000円] 

＊特財積算根拠 

[財産収入:みどりの基金利子 27,000円] 

○ 目的 

  あけぼの市民緑地の適正な管理を図る。 

○ 内容 

  (1)管理委託料   450,000円 

  (2)老朽化した木柵の補修 

      修繕料  500,000円 
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[担当:水とみどりの課]  P.213 

2501  取手市緑化推進に要する経費  850,000円（200,000円） 

[一財 850,000円] 

○ 目的 

  緑化フェア等の事業を実施することにより、緑化の推進に寄与する。 

○ 内容 

  取手市緑化推進委員会への委託料 850,000円 

 

[担当:水とみどりの課]  P.214 

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 

 

[担当:水とみどりの課]  P.214 

2701  公園維持管理に要する経費  93,629,000円（88,177,000円） 

[その他 6,169,000円  一財 87,460,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[使用料:公園施設使用料 6,148,000円] 

[諸収入:雇用保険料本人負担分 21,847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                     3,071,000円 

   旅費                         8,000円 

   需用費                  14,495,000円 

   役務費                     432,000円 

   委託料                  61,437,000円 

   使用料及び賃借料         8,561,000円 

   原材料費                   579,000円 

   備品購入費               4,445,000円 

   負担金・補助金及び交付金   163,000円 

   公課費                      63,000円 
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[担当:水とみどりの課]  P.216 

2904  各公園改修整備事業  2,500,000円（2,500,000円） 

[一財 2,500,000円] 

○ 目的 

  公園施設の老朽化に伴い各施設を改修する。 

○ 内容 

  老朽化したフェンス、水銀灯、遊具等の取替え工事を実施する。 

   工事請負費            2,500,000円 

 

[担当:水とみどりの課]  P.216 

3301  水辺利用推進に要する経費  1,419,000円（1,479,000円） 

[一財 1,419,000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                           22,000円 

   役務費：賠償保険料              133,000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          448,000円 

 

[担当:水とみどりの課]  P.216 

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

[その他 142,000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 142,000円] 

○ 目的 

  緑の少年団の緑を愛し、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×85,000円        255,000円 

 

[担当:水とみどりの課]  P.217 

3701  フラワーカナル事業に要する経費  2,030,000円（2,158,000円）   

[一財 2,030,000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。 
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○ 内容 

  年2回の花の種まき、花まつり等の開催 

   需要費                        621,000円 

   委託料                        986,000円 

   補助金  9団体×47,000円      423,000円 

 

[担当:水とみどりの課]  P.217 

3801  北浦川緑地管理に要する経費  20,131,000円（26,681,000円） 

[国･県 10,065,000円  その他 100,000円  一財 9,966,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[県委:北浦川緑地管理委託金 20,131,000円×1/2=10,065,000円] 

[諸収入:北浦川緑地利用料 100,000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                           12,000円 

    需用費                        401,000円 

    役務費                         62,000円 

    委託料                     19,656,000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] P.218 

2101  藤代駅バリアフリーに要する経費 24,079,000円 

[国･県 7,000,000円  地方債16,100,000円 一財979,000円] 

＊特財積算根拠 

[国補:都市再生推進事業費補助金  21,000,000円×1/3＝7,000,000円] 

[市債:合併特例債  (24,000,000円-7,000,000円）×95%≒16,100,000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 
 今年度は、藤代駅自由通路のバリアフリー化を推進するために、昇降施設を設置するた

めの実施設計を作成する。 

・藤代駅自由通路昇降機設備設置に伴う調査委託料 24,000,000円 
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[担当:藤代駅周辺整備課] P.218 

2201  藤代駅南口周辺整備に要する経費  86,295,000円 

[その他 2,257,000円 一財84,038,000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）2,100,000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157,000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、宮和田小学校法面整備並びに隣接部

の工事影響補償事務を行う。 

〇 内容 
  本年度の事業費、整備内容等は下記のとおり。 

(1) 宮和田小学校法面工事 21,200,000円 

     法面工事     L=397m  

     ネットフェンス  L=400m H=1.2m 

     排水工事     L=267m（U字溝300×300） 

(2) 工事損失家屋事後調査委託料 15,000,000円 

   (3) 工事損失補償 50,000,000円 

件数 ： 9件 

           

 

 

宮和田小学校法面工事位置図 
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工事損失補償予定位置図 

 

 

4 住宅費    1 住宅管理費 

[担当:管理課 → H18都市政策課]  P.220 

2001  市営住宅管理に要する経費  50,187,000円（49,330,000円） 

[その他 33,915,000円  一財 16,272,000円] 

＊ 特財積算根拠 

[使用料:住宅使用料  33,772,000円] 

[諸収入:駒場住宅汚水処理場施設維持管理費(過年度)  143,000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 250戸 50戸 18戸 

 (2) 市営住宅修繕 

       小 破 修 繕              3,000,000円 

       退去時修繕             10,000,000円 

       床張替修繕              1,000,000円 
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(3) 業務委託 

       大利根住宅沈澱槽等清掃業務委託料          525,000円 

       市営住宅空地等草刈業務委託料            1,000,000円 

 (4) 市営住宅工事 

大利根住宅改修工事                      15,600,000円 

(5) 市営住宅敷地借上料  面積 47,545.12㎡     17,445,000円 

 


