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緑を生かした景観の形成

○身近なみどり整備推進事業（06020103） 5,342 千円（1,806 千円） 予算書 P161
［国・県：5,335 千円 一財：7 千円］
＊国・県積算根拠
［県補：身近なみどり整備推進事業費補助金 5,335 千円］
（目的及び期待する効果）
平成 20 年度から導入された森林湖沼環境税を財源として，荒廃が進んでいる平地林や里山林に
ついて，快適で豊かな森林環境づくりを図る。整備後，10 年間は森林として森林所有者等によっ
て管理され，市民が安心して散策道や緑陰を楽しめるようになる。
（内容）
旅費 9,000 円
一般林整備 2.00 ｈａ 1,803,600 円
竹林整備
1.05 ｈａ 3,531,600 円
○屋外広告物管理事業（08040106） 1,992 千円（1,350 千円） 予算書 P172
［その他：1,205 千円 一財：787 千円］
＊その他積算根拠
［手数料：屋外広告物許可申請手数料 1,205 千円］
（目的及び期待する効果）
「守谷市違反広告物是正指導要綱」に基づき，未申請及び条例に適合しない違反広告物に対し，
是正指導を行うことにより，良好な都市景観・住環境の形成及び保全を図る。
（内容）
委託料 1,992 千円
都市計画支援システムデータ更新作業代 1,480,000 円×1.08＝1,598,400 円
都市計画支援システム点検作業代
201,000 円×1.08＝ 217,080 円
地番図データ作成作業代
176,000 円

屋外広告物の種類（一部）
○緑化推進啓発事業（08040201） 3,738 千円（3,731 千円） 予算書 P174
［一財：3,738 千円］
（目的及び期待する効果）
公園等の公共施設の管理及び緑化について，協働のまちづくりの観点から，各種ボランティア団
体や市内小中学校の協力により，道路，植栽ます等の緑化を推進することで，愛護意識の高揚及び
環境美化が図られる。

（内容）
公園等里親事業は，公園などの公共施設の一部に，
公園里親として，景観に配慮しながら除草，清掃活動
等を実施している各種ボランティア団体や市内小中
学校の協力により，花苗等を植付けるものである。
1 需用費 3,532 千円
ボランティア団体等による植栽用花苗代
（対象：55 団体）
2 役務費
206 千円
花苗等の運搬代
（配布時期 4 月～6 月と 9 月～11 月）
9,500 円/日×1.08×10 日×2 回＝205,200 円

里親団体による花苗の植付け

○保存緑地等指定助成事業（08040202） 4,002 千円（2,994 千円） 予算書 P174
［一財：4,002 千円］
（目的及び期待する効果）
「守谷市緑の保全と緑化の推進に関する条例」に基づき，所有者の協力を得て保存緑地及び保存
樹木として指定することにより，緑豊かな自然環境を形成している緑地等を保全し，地域の美観，
風致を維持することができる。また，愛宕谷津一帯は緑の拠点と位置付けており，借地により恒久
的に保全していく。
（内容）
1 役務費 郵送料 27 千円
保存緑地指定に伴う承諾者あて助成金交付に要する返信用切手代
82 円×220 通×1 回＝18,040 円
愛宕谷津一帯緑地保全に伴う地権者へ借地料支払いに要する返信用切手代
82 円×100 通×1 回＝8,200 円
2 使用料及び賃借料 1,000 千円
5 円/㎡×200,000 ㎡（愛宕谷津一帯）
3 負担金補助及び交付金（保存緑地等指定助成金） 2,975 千円
保存樹木の助成額は，樹木 1 本当り 5,000 円/年（61 本）
保存緑地の助成額は，指定する土地の面積に応じた所有者 1 件当りに対するもの。
500 ㎡以上 2,000 ㎡未満
10,000 円/年
106 人
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満
15,000 円/年
66 人
5,000 ㎡以上
20,000 円/年
31 人
※保存緑地指定面積 約 78.0ha

保存緑地

○公園維持管理事業（08040205） 434,492 千円（391,425 千円） 予算書 P175
［国・県：5,795 千円 その他：2,008 千円 一財：426,689 千円］
＊国・県積算根拠
［県委：北守谷運動公園管理委託金 6,840 千円×50％＝3,420 千円］
［県委：南守谷運動公園管理委託金 4,751 千円×50％≒2,375 千円］
＊その他積算根拠
［使用料：テニスコート使用料
1,123 千円］
［使用料：野球場使用料
301 千円］
［使用料：自由の広場使用料
25 千円］
［使用料：都市公園使用料
4 千円］
［使用料：公園施設占用料
555 千円］
（目的及び期待する効果）
緑豊かでレクリエーションやスポーツの場として親しまれている公園や運動施設を，市民の憩い
の場としていつでも安心して楽しく利用できるよう維持管理を行う。
（内容）
公園や遊歩道等の維持管理（草刈り，消毒，刈込み等），公園内清掃，施設の修繕等を行う。
1 需用費
光熱水費
1,762 千円
修繕料
12,990 千円
49 千円
2 役務費
トイレ設置撤去料
3 委託料
公園等清掃
14,528 千円
公園遊具点検
3,035 千円
公園管理外
384,742 千円
看板作成設置業務外
3,935 千円
4 使用料及び賃借料
土地，自動車
4,052 千円
5 原材料費外
995 千円
せせらぎの小路管理外
8,404 千円
6 負担金補助及び交付金
工

区

1 工区
2 工区
3 工区
4 工区
5 工区
6 工区
7 工区
8 工区

主

な

公

園

等

立沢公園・すずめ公園・ふれあい道路（市民交流プラザ前～つくばみらい市境）・
遊歩道 301 号線（久保ケ丘地区）・遊歩道 322 号線・久保ケ丘ユーシティ外
大山公園・まつのき公園・やまばと公園・かぶとむし公園・11 号緑地・12 号緑
地・16 号緑地・遊歩道 301 号線・遊歩道 302 号線・336 号線・338 号線・339 号線
（松前台地区）外
板戸井公園・やまゆり公園・くわがた公園・3 号緑地・5 号緑地・6 号緑地・7 号緑
地・14 号緑地・15 号緑地・遊歩道 301 号線・303 号線・354 号線（薬師台地区）外
つつじ公園・ひばり公園・こじゅけい公園・1 号緑地（御所ケ丘地区）・ふれあい
道路(天神交差点～市民交流プラザ前)・新守谷駅前広場及び陸橋上・遊歩道 301
号線（御所ケ丘地区）・317 号線・318 号線・320 号線（御所ケ丘地区）外
ログハウス公園・すぎのこ公園・たけのこ公園・4 号緑地・8 号緑地・9 号緑地・
10 号緑地（薬師台地区）・北守谷野球場外
松ケ丘公園・松風公園・ゆうやけ公園・ひだまり公園・にじの公園・そよかぜ公
園・土塔森林公園・ふれあい道路（松ケ丘地区）・幸福の路（松ケ丘地区）・マイ
ンブルクの小径外
けやき台公園・かげろう公園・うららか公園・17 号緑地・18 号緑地（けやき台地
区）・南守谷野球場・ふれあい道路(けやき台地区)・幸福の路（けやき台地区）外
みずき野中央公園・どんぐり公園・もものき公園・さくらんぼ公園・くりのき公
園・くわのみ公園・ざくろ公園・郷州文化財公園・みずき野遊歩道・郷州沼崎
線・郷州戸頭線・みずき野野球場・さくらの杜公園・あんず公園・2 号緑地・5 号

緑地・6 号緑地・7 号緑地・8 号緑地・9 号緑地（みずき野地区）外
9 工区
10 工区
11 工区

大利根運動公園・乙子公園・乙子前坪公園・乙子清水公園・梅作公園・明神公
園・高野台緑地・亀田緑地（美園地区）外
北園森林公園・守谷沼・獺弁天・守谷城址公園・守谷駅前広場外・海老原町公
園・栄町公園・新町公園・土塔公園・上町公園
さつき台公園・さつき公園・中之台児童公園・一里塚公園・じゅうみょうだいポ
ケットパーク外

12 工区

松並青葉地区

四季の里

四季の里公園

○公園施設改修事業（08040206） 39,334 千円（56,387 千円） 予算書 P176
［国・県：15,000 千円 その他：24,334 千円］
＊国・県積算根拠
［国補：社会資本整備総合交付金（公園） 30,000 千円×補助率 50％＝15,000 千円］
＊その他積算根拠
［都計税：都市計画税 24,334 千円］
（目的及び期待する効果）
老朽化した公園施設を改修し，市民が安全で快適に公園を利用できる。
（内容）
守谷市公園施設長寿命化計画（平成 25 年度から平成 34 年度までの 10 箇年）に基づき，老朽化
した公園施設を効果的に修繕・更新を行う。
1 工事請負費
・立沢公園改修工事
32,400 千円
・くわがた公園フェンス改修工事
1,750 千円
・ベンチ更新工事
5,184 千円

