
平成２４年度の主要事業概要

１）安心・安全の確保

≪雨水排水対策事業≫

○内容

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】白山六丁目雨水排水整備事業（7,089 千円）（排水対策課）

白山六丁目地区における冠水被害緩和のため管渠整備を行います。

【新規】白山八丁目雨水排水整備事業（7,242 千円）（排水対策課）

白山八丁目地区における冠水被害緩和のため排水工事を行います。

【新規】新町雨水幹線整備事業（9,100 千円）（排水対策課）

上流部である取手駅北土地区画整理事業地内からの雨水を排水す

るため雨水幹線の整備を行います。（下水道組合施工）

【継続】藤代地区雨水排水整備事業（169,366 千円）（排水対策課）

小林住宅地区の冠水被害緩和のため排水ポンプの設置を行います。

【継続】藤代１号雨水排水整備事業（26,345 千円）（排水対策課）

藤代第 2排水区の流末整備のため排水路の整備を行います。

【継続】稲雨水幹線整備事業（46,765 千円）（排水対策課）

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。

（茨城県施工）

≪公共施設整備事業≫

○内容

施設の改修工事を行い、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】庁舎整備事業（65,722 千円）（管財課）

取手駅西口都市整備事務所の老朽化のための移転先及び災害用備

蓄倉庫として活用するため、旧東京電力取手営業所を購入し、施設

の改修工事を行います。

【新規】こども発達センター整備事業（118,956 千円）（障害福祉課）

現在、旧高須小学校にて児童デイサービスを実施しているが、建

物の老朽化・耐震対策が課題となっているため、移転先として、旧



東京電力取手営業所を購入し、施設の改修工事を行います。

【新規】大利根住宅排水設備整備事業（24,321 千円）（管理課）

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。

【継続】公民館空調機更新工事（7,909 千円）（公民館）

利用者の利用環境の向上を図るため、六郷公民館と相馬南公民館

の空調機器の更新を行います。

【新規】取手グリーンスポーツセンター機械設備更新事業（22,023 千円）

（スポーツ生涯学習課）

取手グリーンスポーツセンターは、オープン後 21 年が経過している

ことから、施設・設備の老朽化が著しく、今後の運営に支障をきたす

可能性があることから、年次的に修繕、機械の更新を行い、市民の健

康増進にこれまで以上に寄与します。

≪市道整備事業≫

○内容

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】小文間新田道路改良事業（14,154 千円）（道路課）

道路保護のため法面の安定処理工事を行います。

【継続】小文間柳田道路改良事業（2,362 千円）（道路課）

避難道路に位置付けられているが、幅員が狭く交互通行が困難な

ため道路改良工事に伴う用地取得を行います。

【新規】井野三丁目道路改良事業（8,579 千円）（道路課）

安全な通学路の整備のため歩道の整備を行います。

【継続】ふれあい道路（市道 0106 号線）維持工事（101,169 千円）（道路課）

交通量が多いため舗装の傷みが激しい箇所について道路維持工事

を行います。

【継続】稲後田道路改良事業（62,000 千円）（道路課）

県施工の国道 294 号線の道路改良工事に合わせて、市道の改良工

事を行うため地盤改良工事を行います。

【継続】野々井向尻道路改良事業（30,282 千円）（道路課）

幅員が狭く通学路の利用や緊急車両の通行に支障をきたしている

ため道路改良工事を行います。

【継続】井野台二丁目道路改良事業（25,046 千円）（道路課）

幅員が狭く通勤通学等に支障をきたしているため道路改良工事を

行います。



≪橋梁長寿命化修繕計画の策定≫

○内容

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。

【継続】橋梁長寿命化修繕計画の策定（7,800 千円）（管理課）

≪小中学校耐震補強事業≫

○内容

校舎の耐震補強工事実施設計を行い、平成 25 年度に耐震性の確保と建物の

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・中学校耐震補強工事実施設計（20,400 千円）（教育総務課）

（内訳）・白山小学校校舎設計見直し（800 千円）

・戸頭東小学校体育館（5,600 千円）

・寺原小学校体育館（5,600 千円）

・戸頭中学校校舎（8,400 千円）

≪公共施設耐震補強事業≫

○内容

公共施設の耐震診断調査を実施し、その結果に基づく耐震補強工事をする

ことにより、公共施設の耐震性の確保と環境の整備を図ります。

【継続】耐震診断調査業務委託（13,154 千円）（公共施設整備課）

（内訳）・勤労体育センター（3,904 千円）

・藤代公民館（5,229 千円）

・寺原公民館（4,021 千円）

≪庁舎耐震補強大規模改造事業≫

○内容

耐震診断調査の結果、Is 値が 0.43 であった本庁舎の耐震補強及び老朽化対

策のため、大規模改造工事を行うことにより、地震発生時における安全性を

確保するとともに、災害対策本部としての機能の強化を図ります。

【継続】本庁舎耐震補強大規模改造工事実施設計（10,994 千円）（管財課）

≪木造住宅耐震事業≫

○内容

木造住宅の耐震診断を実施することで、地震に対する建築物の安全性に関



する知識の普及・向上を図り、木造住宅改修等に対して補助することにより

耐震化の促進を図ります。

【継続】木造住宅耐震診断事業（1,700 千円）（建築指導課）

≪高規格救急自動車の更新≫

○内容

市民の安全を確保するため、椚木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（35,000 千円）（消防本部・警防課）

≪消防団車両の更新≫

○内容

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

す。

【継続】消防団小型ポンプ積載車の購入（7,615 千円）（消防本部・警防課）

≪救急救命士養成事業≫

○内容

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 22 名）

【継続】救急救命士養成事業（2,800 千円）（消防本部・警防課）

≪防災行政無線支柱更新事業≫

○内容

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（倒壊

の危険性の高い）ものの建替を実施することにより、安全性の確保を図りま

す。

【継続】防災行政無線柱建替工事（32,579 千円）（安全安心対策課）

≪災害用備蓄食糧等購入事業≫

○内容

非常用食糧や避難所用備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（4,543 千円）（安全安心対策課）

≪災害時協力井戸整備事業≫

○内容

市防災計画に基づき、災害発生時の飲料水確保のため、市内 15 地区の水質



検査の実施及び発電機を購入し、災害時協力井戸を整備することにより、市

民生活の安全・安心の確保に備えます。

【新規】災害時協力井戸整備（2,395 千円）（安全安心対策課）

≪自主防災組織災害時優先携帯電話配置事業≫

○内容

災害発生時における自主防災組織との連絡体制の強化を図るため、災害時

に優先的に利用できる携帯電話を 40 台配置することにより、市民生活の安

全・安心の確保に備えます。

【新規】災害時優先携帯電話配置（1,257 千円）（安全安心対策課）

≪公園遊具点検≫

○内容

市内各公園の遊具について専門業者による点検を行い、公園利用者の安全

確保を図ります。

【新規】公園遊具点検業務委託（1,470 千円）（水とみどりの課）

２）まちの活性化

≪下高井土地区画整理関連事業≫

○内容

将来のまちの活性化に向け、一部まち開きを行った「ゆめみ野地区」にお

いて、自然に配慮し人々が安らぎを感じられる公園の整備を行います。また、

将来の交通需要に対応し、国道 294 号線や都市計画道路 3・4・5 号新道・み

ずき野線などの主要路線を結ぶネットワークの形成を図るため、平成 22 年度

に供用を開始した都市計画道路 3・2・40 号下高井・野々井線の関連事業を行

います。

【継続】（仮称）下高井近隣公園整備事業（342,000 千円）（水とみどりの課）

当該公園は、下高井特定土地区画整理事業地内に計画されている

公園で、平成 25 年度に予定されている土地区画整理事業の完成に合

わせ、自然環境に配慮した人々が安らぎを感じられる公園空間の整

備を行います。

【継続】都市計画道路 3・2・40 号下高井・野々井線整備事業

（14,702 千円）（道路課）

平成25年度完成予定の下高井特定土地区画整理事業の進捗に合わ

せ、用地の買戻しを行います。



≪都市計画道路事業≫

○内容

都市計画道路 3・4・3号上新町環状線（井野工区）を整備することにより、

環状線としての機能を果たし、国道 6 号線、国道 294 号線の南北、東西の交

通の分散を図り、市街地の混雑緩和とともに、市民生活の住環境の向上を図

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

（188,931 千円）（道路課）

≪取手駅北土地区画整理事業≫

○内容

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（252,783 千円）（区画整理課）

道路交通安全施設工事、物件移転等補償業務を行います。

≪（仮称）ウェルネスプラザ整備事業≫

○内容

取手駅北地区 B 街区において、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）ウェルネスプラザの整備を行います。

【新規】（仮称）ウェルネスプラザ整備事業（100,832 千円）

（中心市街地整備課）

（仮称）ウェルネスプラザ及び多目的広場公園の整備にあたり、

基本設計及び実施設計を行います。

≪川を活用した交流促進事業≫

○内容

全国の川と地域との係わりや、次代に向けてより良い川との共生の方向を

探ることを目的に全国川サミット（平成 24 年 10 月 13 日～10 月 14 日）を行

うことにより、川の理解や啓発普及を行うとともに取手市を全国に幅広くＰ

Ｒします。

【新規】舟運交流推進事業[全国川サミット事業]（8,500 千円）（水とみどり

の課）



３）産業の振興

≪空き店舗活用事業≫

○内容

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。

【新規】空き店舗活用事業（2,200 千円）（産業振興課）

≪産業活動支援事業≫

○内容

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。

【継続】産業活動支援条例に基づく奨励金事業（64,044 千円）（産業振興課）

４）住民参画の推進

≪市民と協働による公園整備事業≫

○内容

地域住民の要望を考慮し、特徴を備えた公園の整備を目的とし、紫水公園

に花壇の整備を行い、協働による地域に密着した公園を目指します。

【継続】市民と協働による公園整備事業（1,000 千円）（水とみどりの課）

≪環境保全を推進する組織づくり≫

○内容

環境基本計画の重点施策に基づき、地球温暖化対策とごみ減量の取組のひ

とつとして、市・事業者・市民団体三者により、レジ袋無料配布の削減に向

けたＰＲ・啓発活動を行います。

【継続】レジ袋削減推進事業（101 千円）（環境対策課）

≪緑のカーテン推進事業≫

○内容

つる性の植物を這わせて日射しを遮る緑のカーテンを、公共施設で率先し

て導入することにより、室内温度を抑え、省エネを図ります。また、緑のカ

ーテンのコンテストを実施することで、一般家庭への普及を推進します。

【継続】緑のカーテン推進事業（289 千円）（環境対策課）



５）東日本大震災からの復興、放射線対策

≪被災者支援事業≫

○内容

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、

災害見舞金支給、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】災害見舞金（420 千円）（社会福祉課）

【継続】災害援護資金貸付金（11,900 千円）（社会福祉課）

【新規】被災住宅復興支援利子補給補助金（1,038 千円）（社会福祉課）

≪避難者支援事業≫

○内容

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（33,829 千円）（社会福祉課）

≪農畜産物放射能測定事業≫

○内容

JA 茨城みなみ及び取手市、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（200 千円）（農政課）

≪小中学校放射線除染事業≫

○内容

小・中学校敷地内の放射線除染を、線量が高い学校を対象に平成 23 年度に

引き続き行うことで、児童・生徒の安全を確保します。

【継続】小・中学校放射線除染事業（16,791 千円）（教育総務課）

≪給食食材放射性物質検査≫

○内容

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）

【継続】小・中学校給食食材検査（198 千円）（教育総務課）



６）その他

・公共施設マネジメント事業

【継続】公共施設マネジメント調査事業（5,250 千円）（政策調整課）

公共施設マネジメント白書により浮き彫りとなった課題について

検討し、公共施設の機能の見直しや複合化に向けて、改善計画案等

を策定します。

・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（13,309 千円）（市民活動支援課）

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。

・芸術作品設置事業

【継続】ｽﾄﾘｰﾄｱｰﾄｽﾃｰｼﾞﾘﾝｸﾞ作品工事（4,931 千円）（文化芸術課）

市民が身近に芸術にふれることができる環境を整備するため、藤

代駅南口前にステンレス製のリング化したアート作品を設置します。

・健康優良者記念品贈呈事業

【新規】健康優良者記念品贈呈事業（553 千円）（後期高齢特会：国保年金課）

高齢化社会における市民の健康の維持・増進に役立てるため、1年

以上病院へ未受診の 75 歳以上の方に記念品を贈呈します。

・健康遊具設置事業

【継続】健康遊具設置工事（2,189 千円）（高齢福祉課）

高齢化社会における公園利用者の変化に対応し、市民の健康の維

持・増進に役立てるため、健康遊具を設置します。

・民間保育園特別保育事業補助金

【新規】民間保育園一時預かり事業補助金（3,780 千円）（子育て支援課）

【新規】民間保育園休日保育事業補助金（1,699 千円）（子育て支援課）

【新規】民間保育園病後児保育事業補助金（2,900 千円）（子育て支援課）

特別保育事業補助金交付要綱に基づき、特別保育事業を実施して

いる民間保育園に対し補助金を交付し、市内の保育環境の充実を図

ります。



・防犯灯のＬＥＤ化事業

【新規】ＬＥＤ防犯灯リース料（20,475 千円）（管理課）

蛍光灯タイプの防犯灯約 9,700 本を最新のＬＥＤ防犯灯に交換す

ることにより、灯具の長寿命化や電気料金の大幅な削減など維持管

理コストの低減を図るとともに、防犯や交通安全の確保に努めます。

・農業振興地域整備計画策定事業

【新規】農業振興地域整備計画策定基礎調査業務（3,249 千円）（農政課）

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、平成 25 年度に実施す

る農用地利用計画を含めた整備計画の変更のための基礎調査を実施

し、農業振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。

・教育の充実

【継続】デジタル指導書の導入（3,402 千円）（指導課）

平成23年度に導入し授業への活用を推進しているデジタル指導書の

整備を拡充し、児童・生徒の学習意欲の向上・学習内容の確実な理解

につなげます。

小学校国語を第 4 学年～第 6 学年へ拡充し小学校全学年に整備、中

学校理科を全学年に整備します。

【継続】小中連携（一貫）教育推進事業（1,279 千円）（指導課）

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

取組をモデル学区において推進するとともに、市内全学区への啓発や

一般化を図ります。

・中学校パソコン更新事業

【新規】中学校教育用パソコン更新事業（16,579 千円）（学務給食課）

中学校 6 校の教育用パソコンが、導入後 5 年以上が経過したため、

新たに 252 台の入れ替えを行います。


