
〔都市整備部 建設課 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　〔主な内容〕

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

4 使用料及び賃借料　　

　道路整備状況を的確に更新し，最新の道路整備状況を把握し，適切な道路管理をした。今後も継続的に道路台
帳を更新していく。

平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

　法に基づき道路台帳を更新して，市道の維持管理を適切に行う。
　道路境界確定図書のファイリングについて，立会後の成果品をシステムに反映し，常に最新の状態にする。

道路台帳整備率 ％ 100.00 100.00 100.00

土地賃借料（地権者４名）
排水路敷886.9㎡

115,175

　道路台帳及び道路境界確定図書ファイリングシステムの更新により，最新の市道の現況を的確に捉え，維持管
理を適切に行う。

  路線の認定・廃止及び道路改良工事による道路台帳の調製を行った。
　道路境界確定図書について，必要な書類を精査しファイリングを行った。

100.00

指標名 単位
平成26年度 平成28年度

主な業務名

道路台帳図の修正，台帳調書の修正，
路線網図製本，認定路線管理システム
データファイル更新
道路網図修正，路線データ入力
29路線（5,895.10m)
道路新設：13路線（1,622.7m)
道路改良： 9路線（2,501.8m)
廃止・訂正：7路線(1,770.6m)

地方債

その他 173 173 総合賠償補償保険金（賠償金）

2 測量業務
守谷市本町字堂ノ裏
分筆測量業務外1件(復元測量）

365,140

3 道路台帳管理業務　 12,258,000

業　務　内　容 委託料

1 道路台帳確定図書ファイリングシステム保守
道路台帳確定図書ファイリングシステ
ムの保守・管理

県支出金

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 15,926 13,805 △ 2,121

一般財源 15,926 13,632 △ 2,294

（ 単 位 ： 円 ）

427,680

08010102 道路管理事業 303

（ 単 位 ： 千円 ）

国庫支出金
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　〔主な内容〕

ふれあい道路舗装修繕（けやき台）

【指標】

【成果の動向】

4 7,506,000
（市道4026号線/野木崎地内） 延長＝83ｍ，幅員＝7.5～10ｍ

5 1,317,600
（市道寄付路線/板戸井地内） 延長＝32ｍ，幅員＝4.0～9.4ｍ

（ 単 位 ： 円 ）

その他 35,129 38,700 3,571 道路占用料　外

一般財源 107,673

事業費 147,312 139,170 △ 8,142

国庫支出金 4,510 △ 4,510

県支出金

地方債

08020101 道路補修事業 305

（ 単 位 ： 千円 ）

100,470 △ 7,203

　一般交通に支障を及ぼさないように道路の維持，修繕を行う。

　ふれあい道路や市道109号線等の幹線道路を計画的に舗装修繕した。また道路除草や側溝清掃による保全や災害
対策協議会によるパトロール及び職員によるパトロール並びに市民投稿型アプリの投稿レポート等により発見し
た道路破損箇所を迅速に修繕・改善した。

主な工事名及び工事箇所 工　事　内　容 工　事　費

平成29年度舗装修繕第1号工事 表層工・切削オーバーレイ工

平成29年度舗装修繕第2号工事 表層工・基層工・路上再生路盤工

平成29年度舗装修繕第3号工事 表層工・基層工・路上再生路盤工

2 26,287,200
（市道101号線/けやき台地内） 延長＝255ｍ，幅員＝10ｍ

3 14,958,000
（市道101号線/立沢地内） 延長＝180ｍ，幅員＝10ｍ

1
（市道109号線/立沢地内） 延長＝340ｍ，幅員＝6ｍ

9,622,800

補修工事実施件数 件 60

平成29年度舗装修繕第4号工事 表層工・基層工

平成29年度舗装修繕第5号工事 表層工・路盤工

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

47 50 50

道路の不具合による事故件数 件 1 0 1 0

　道路破損箇所の早期補修により，安全・安心な道路環境を維持した。
今後も，パトロール等により，危険箇所の早期対応をし，一般通行に支障がでないようにしていく。
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【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

北守谷橋補修工事

決算書Ｐ．

【財源内訳】

一般財源

地方債

その他 4,468 4,491 23 交通安全特別交付金

箇所 4 6 7 20

国庫支出金

県支出金

平成29年度 差 主な名称

事業費 4,468 4,491 23

県支出金

地方債

事業費 198,946 198,946

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

08020102 橋梁長寿命化修繕事業 307

　従来の対処療法的な修繕及び架替えから，予防的な修繕及び長寿命化修繕計画に基づく架替えへ政策転換を図
るものであり，既設橋の延命化等，効率的な修繕を行うことにより予算の平準化，維持管理のコスト縮減を図り
ながら安全で快適な道路網を維持する。

　橋梁長寿命化計画により，北守谷橋橋面補修工事を実施するとともに，橋梁57橋の定期点検を実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

その他 83,164 83,164 繰越事業費繰越金

社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化）国庫支出金

30,132 30,132

85,650 85,650

08020103 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 307

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度

（実績） （目標値）

修繕実施橋梁数（設計を含む累計数）

　効率的な道路補修により，安全・安心な道路環境を維持する。

 国庫補助金を活用して実施しているが，年々内示状況が厳
しくなってきているため，より効率的に実施し，橋梁長寿
命化計画に沿って進むよう成果の向上を図る。

　国庫補助金を活用し，橋梁長寿命化計画に基づき，効率
的，計画的に補修工事を実施していく。

一般財源
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　〔主な内容〕

区画線設置（久保ケ丘地内）

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

（ 単 位 ： 円 ）

その他

一般財源 38,530 34,107 △ 4,423

県支出金

地方債

事業費 38,530 34,107 △ 4,423

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　危険箇所へ交通安全施設を設置することにより，安全な道路環境を維持した。
　今後も，危険箇所を早期に発見し，交通安全の向上を図る。

　市民要望やパトロール等で発見した危険箇所に，早期に交通安全施設を設置し，安全性の確保を図る。

08020104 守谷駅自由通路等維持管理事業 307

（目標値）

市内で発生した人身交通事故件数（年単位） 件 190 158 196 200

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績）

ポール及び車止め設置・交換
1,314,900

（中央外6箇所）

点字ブロック設置
399,600

（立沢地内）

交通安全施設整備工事

区画線設置
1,908,158

（百合ケ丘外4箇所，延長＝4529.5ｍ）

ガードレール設置
151,200

（本町，延長＝2ｍ）

注意喚起看板設置
467,640

（立沢外3ケ所）

　交通安全対策の優先順位の高い箇所に区画線・車止め等を整備した。

主な工事名 工事内容及び工事箇所 工　事　費

　交通安全施設の新設・維持及び改善を図り，交通の安全性を確保する。
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　〔主な内容〕

守谷駅自由通路

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

（ 単 位 ： 円 ）

その他 22,257 25,511 3,254 繰越事業費繰越金　外

一般財源 99,735 89,487 △ 10,248

県支出金

地方債

事業費 121,992 114,998 △ 6,994

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　昇降機等の保守点検及び通路等の清掃により，施設の快適な環境を維持した。

　適切な昇降機等の保守点検及び通路等の清掃により，施設の快適な環境管理に努める。

08020201 市道整備改良事業 309

施設の不具合による事故発生件数 件 0 0 0 0

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

3 自動ドア・昇降機保守点検
守谷駅自由通路の昇降機等の保守点検
（エレベーター4台　エスカレーター8
台）

10,368,000

4 昇降機修繕工事

守谷駅自由通路内のエレベーター・エ
スカレーターの修理計画書に基づく修
繕工事（モータ，踏み段チェーン等の
交換）

10,362,793

1 自由通路等清掃
守谷駅自由通路，ペデストリアンデッ
キ等の清掃

4,162,725

2 公衆用トイレ等清掃
守谷駅自由通路の公衆用トイレ2カ所
の清掃

3,321,000

　守谷駅の自由通路等を適切に維持管理し，利用者が安全で快適に利用することができる。

　自由通路トイレ及び通路の清掃，エスカレーター・エレベーターの保守点検及び改修工事を実施した。
　また，豪雨による雨水流入により，エスカレーターが故障し，その対応と修繕を実施した。

主な業務名 業　務　内　容 委託料
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　〔主な内容〕

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

側溝布設（本町）

2,894,400
（市道3104号線/本町地内） 延長＝105ｍ，幅員＝4ｍ

　要望を受けた路線を順次計画的に実施することで，交
通安全の確保及び居住環境の向上が図られた。
　今後も，要望路線の優先度を判断しつつ，計画的に進
めていく。

　市の財政計画を見据え，要望路線の整備の必要性を考
慮した整備計画を定め，毎年度の予算の範囲内で順次に
実施していく。

1 7,525,600
（市道110号線/本町地内） 延長＝222ｍ，幅員＝6ｍ

2 3,866,400
（市道111号線/板戸井地内） 延長＝46ｍ，幅員＝6ｍ

3

工　事　費

平成28年度道路改良第3号工事（竣工払い） 側溝布設・舗装工事

3,670,000

（ 単 位 ： 円 ）

5
延長＝111ｍ，幅員＝3.1～4.6ｍ

6 6,774,840
（市道2738号線/大柏地内）

平成29年度道路改良第7号工事 側溝布設・舗装工事

（実績）

平成29年度道路改良第5号工事 側溝布設・舗装工事

平成29年度道路改良第6号工事 側溝布設・舗装工事

（目標値）

道路改良率（道路台帳総括表） ％ 67.85 68.95 69.25 71.70

7 4,857,840
（市道110号線/本町地内） 延長＝86ｍ，幅員＝6ｍ

8 2,908,440
（市道3369号線/同地地内） 延長＝37ｍ，幅員＝4ｍ

3,942,000
（私道寄付路線/松並地内）

　生活に密着した道路を拡幅整備することにより，緊急車両等を円滑に通行させるとともに，交通の利便性及び
居住環境の向上を図る。

　要望箇所のうち，優先順位の高い路線の整備を実施した。また，冠水対策のための設計等を実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

平成29年度道路改良第3号工事 側溝布設・舗装工事

平成29年度道路改良第4号工事 側溝布設・舗装工事

側溝布設・舗装工事

平成29年度道路改良第1号工事（前払金） 側溝布設

平成29年度道路改良第2号工事

延長＝80ｍ，幅員＝5ｍ

9

側溝布設・舗装工事

平成28年度道路改良第7号工事

主な工事名及び工事箇所 工　事　内　容

（市道1037号線/野木崎地内） 延長＝128ｍ

4 4,124,520
（市道109号線/板戸井地内） 延長＝98ｍ，幅員＝11ｍ
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　〔主な内容〕

みずき野調整池除草

清掃委託料
調整池汚泥清掃（汚泥処分含む）

5,588,448
（みずき野第一，第二）

植栽管理委託料

プロムナード水路除草(その１）
6,566,400

百合ケ丘二丁目雨水排水路除草
496,584

（950㎡×2回刈＝1,900㎡）

羽中川・五反田川河川堤防除草
2,894,400

（14,320㎡×2回刈＝28,640㎡）

もりや工業団地調整池除草
1,884,600

（5,245㎡×3回刈＝15,735㎡）

乙子高野排水路除草
2,289,600

（8,100㎡×3回刈＝24,300㎡）

（14,900㎡×2回刈＝29,800㎡）

プロムナード水路除草（その２）
7,776,000

（19,400㎡×2回刈＝38,800㎡）

みずき野調整池除草
5,616,000

（25,806.6㎡×3回刈≒77,412㎡）

　調整池の維持管理を適切に行い，調整池機能を維持するとともに，周辺環境の保全を図る。

　雑草の繁茂状況により，効率的に除草を実施した。また土砂の堆積状況により清掃を実施した。

委託名 業　務　内　容 工　事　費

その他 2,063 38,491 36,428 ふるさと納税　外

一般財源 27,633 △ 27,633

水路植栽管理
5,378,400

（プロムナード水路）

（ 単 位 ： 円 ）

県支出金

地方債

事業費 29,696 38,491 8,795

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

08030102 河川・調整池維持管理事業 311
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

〔主な内容〕

　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。

3工区

板戸井公園，やまゆり公園，くわ
がた公園，3号緑地(北守谷)，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(薬
師台地区)，303号線，354号線外

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，機械除草(肩掛式)3回，芝生地機械刈
(ロータリー式，肩掛式)板戸井公園野球場
6回外，樹木消毒2回，寄植刈込1回，林内
整備(ハンマーナイフモア，肩掛式)2回，
落葉処理3回(板戸井公園，やまゆり公園)
外，樹木剪定，芝生地施肥1回，芝除草剤
散布1回

23,234,595

1工区

立沢公園，すずめ公園，ふれあい
道路(つくばみらい市境～市民交
流プラザ前)，遊歩道301号線(久
保ケ丘地区)，322号線，久保ケ丘
ユーシティ　外

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，機械除草(肩掛式)3回，芝生地機械刈
(ロータリー式，肩掛式)6回，樹木消毒2
回，寄植刈込1回，落葉処理(公園3回・遊
歩道5回)，樹木剪定，芝生地施肥1回，芝
除草剤散布1回

21,871,171

2工区

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(松前台地区)，302号線，
336号線，338号線，339号線(松前
台地区)外

手取除草(寄植地,芝生地,草地,ダスト地),
機械除草(肩掛式)3回,芝生地機械刈(ロー
タリー式,肩掛式)大山公園6回外,樹木消毒
2回,寄植刈込1回,林内整備(ハンマーナイ
フモア,肩掛式)2回,樹木刈取,落葉処理3回
外,樹木剪定,芝生地施肥1回,芝除草剤散布
1回

25,824,411

　公園植栽管理業務の3ケ年契約（平成29年度～平成31年度）を実施し，経費削減に努めながらも適切に維持管理
を実施した。

管理工区 委 託 箇 所 管　理　内　容 委 託 料

（ 単 位 ： 円 ）

その他 2,759 384,439 381,680 ふるさと納税，都市計画税　外

一般財源 398,661 △ 398,661

県支出金 6,334 6,392 58 北守谷運動公園管理委託金　外

地方債

事業費 407,754 390,831 △ 16,923

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　調整池機能は確保されている。今後も，適正な維持管理をし，良好な状態を保っていく。

　水路・調整池機能を良好な状態に維持するため，草刈・土砂清掃などを実施していく。また，乙子高野排水路
施設に破損が見られたため，補修の検討をする。

08040205 公園維持管理事業 319

述べ除草面積 ㎡ 138,240 188,010 216,587 216,587

（目標値）

除草回数 回 9 15 17 17

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績）
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11工区
さつき台公園，さつき公園，中之
台児童公園，じゅうみょうだいポ
ケットパーク外

手取除草(寄植地，芝生地，ダスト地)，機
械除草(肩掛式)3回，芝生地機械刈(ロータ
リー式，肩掛式)じゅうみょうだいポケッ
トパーク3回外，樹木消毒2回，寄植刈込，
生垣刈込

2,218,661

12工区

あけぼのすぎ公園，天の川公園，
参道公園，星の広場公園，松並木
公園，1号緑地，2号緑地，3号緑
地，4号緑地，松並木線，松並南
北線，松並東西１号線，松並東西
１号線，同２号線，東西区画コー
ナー植栽外

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，芝生地機械刈(肩掛式，ロータリー
式)星の広場公園5回外，樹木消毒2回，寄
植刈込，生垣刈込

7,264,800

9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，ふれあい道路
(石神神社西交差点～取手市境)

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，機械除草(肩掛式)亀田緑地3回外，芝
生地機械刈(ロータリー式，肩掛式，三連
トラクターモア式)大利根運動公園8回外，
樹木消毒2回，寄植刈込，生垣刈込，林内
整備(肩掛式)2回，落葉処理3回外，樹木剪
定

29,717,252

10工区

北園森林公園，守谷沼，獺弁天，
守谷城址公園，海老原町公園，栄
町公園，新町公園，土塔公園，上
町公園及び守谷駅前広場外

手取除草(寄植地，草地，水辺地)，機械除
草(ハンマーナイフモア，肩掛式)北園森林
公園4回外，芝生地機械刈(肩掛式，ロータ
リー式)守谷城址公園4回外，樹木消毒2
回，寄植刈込，樹木剪定

25,772,793

7工区

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
(南守谷地区)，けやき台ユーシ
ティ，南守谷調節池，ふれあい道
路(本宿交差点～石神神社西交差
点)，幸福の路(けやき台地区)外

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，機械除草(肩掛式)うららか公園3回
外，芝生地機械刈(ロータリー式，肩掛式)
けやき台公園6回外，樹木消毒2回，寄植刈
込，樹木刈取，落葉処理5回(うららか公
園，17号緑地，18号緑地)，樹木剪定，芝
生地施肥1回，芝除草剤散布1回

24,463,220

8工区

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，みずき野調整
池，さくらの杜公園，あんず公
園，8号緑地，9号緑地(みずき野
地区)外

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，機械除草(肩掛式)みずき野調整池3回
外，芝生地機械刈(ロータリー式，肩掛式)
さくらの杜公園6回外，樹木消毒2回，寄植
刈込，生垣刈込，樹木刈取，落葉処理3
回，樹木剪定，芝生地施肥1回，芝除草剤
散布1回

38,699,882

5工区

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(北守
谷)，北守谷調節池外

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，機械除草(肩掛式)3回，芝生地機械刈
(ロータリー式，肩掛式)北守谷調節池野球
場5回外，樹木消毒2回，寄植刈込，生垣刈
込，林内整備(肩掛式)2回，樹木刈取，落
葉処理5回(4号緑地，9号緑地，10号緑
地)，樹木剪定，芝生地施肥1回，芝除草剤
散布1回

23,321,921

6工区

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，中央黒内公園，ふれあい道路
(天神交差点～本宿交差点)，幸福
の路(松ケ丘地区)外

手取除草(寄植地,芝生地,草地,ダスト地),
機械除草(ハンマーナイフモア,肩掛式)3
回,芝生地機械刈(ロータリー式,肩掛式)松
ケ丘公園6回外,樹木消毒2回,寄植刈込,生
垣刈込,樹木刈取,落葉処理松ケ丘公園3回
外,樹木剪定,芝生地施肥1回,芝除草剤散布
1回

25,579,040

4工区

つつじ公園,ひばり公園,こじゅけ
い公園,1号緑地(北守谷),ふれあ
い道路(市民交流プラザ前～天神
交差点),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号線外

手取除草(寄植地，芝生地，草地，ダスト
地)，機械除草(肩掛式)3回，芝生地機械刈
(肩掛式)3回，樹木消毒2回，寄植刈込，生
垣刈込，林内整備(ハンマーナイフモア，
肩掛式)2回，落葉処理こじゅけい公園3回
外，樹木剪定

27,761,404
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公園の剪定事例 　街路樹の剪定事例

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

県支出金

地方債

事業費 54,262 32,364 △ 21,898

　平成25年度から老朽化した公園施設の改修を計画的に実施し，市民が安全で快適に利用できる公園にする。

　守谷市公園施設長寿命化計画により，前年度に引き続き立沢公園の園路改修工事を実施した。

その他 43,762 22,364 △ 21,398 都市計画税

一般財源

国庫支出金 10,500 10,000 △ 500 社会資本整備総合交付金（公園）　

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　公園管理工の費用が年々増加するなか，3ケ年契約により管理内容を維持しつつ，費用を縮小させることができ
た。

　公園内清掃業務も3ケ年契約（平成30年度～平成32年度）を実施し，公園植栽管理業務と併せて継続的に管理し
て，安心して利用できる公園にして行く。

08040206 公園施設改修事業 321

0

遊具修繕数 箇所 34 33 45 45

平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

事故件数 件 0 0 0

四季の里公園

手取除草(寄植地，アヤメ・花菖蒲・カキ
ツバタ，芝生地，ダスト地，水路)，芝生
地機械刈(ロータリー式)，樹木施肥，アヤ
メ・花菖蒲施肥，樹木消毒，アヤメ・花菖
蒲消毒，寄植刈込，アヤメ・花菖蒲刈取，
アヤメ・花菖蒲摘実・株分け，花殻取り，
水車池清掃，樹木刈取，客土入れ替え，落
葉処理，樹木剪定

50,165,930

枯木伐採，枝下ろし，その他剪定，樹木剪定枝処分，枯松伐採，街路樹補植外 22,010,137

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度
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　〔主な内容〕

立沢公園園路カラー舗装

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

1 21,845,160
（久保ケ丘一丁目地内　立沢公園） 舗装工　　　Ａ＝2,500㎡

2 1,944,000
（本町地内） 　　背付ベンチ1基

　市民や団体等による年間を通じた公園等の管理及び緑化について協働のまちづくりを推進する。

その他 6,689 6,689 ふるさと納税

一般財源 3,245 △ 3,245

県支出金

地方債

事業費 3,245 6,689 3,444

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　計画的な公園改修により，安全・安心に利用できる公園の維持・向上がされた。
　今後も，守谷市公園施設長寿命化計画により，公園改修工事等を実施し，安全性の向上をしていく。

　公園施設の点検等を踏まえ，定期的に守谷市公園施設長寿命化計画を見直し，公園改修等を計画的に行い，安
全・安心に利用できる公園にしていく。

08040207 公園まちづくり団体助成事業 321

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

改修率 ％ 28.60 35.70 100.00

平成29年度かまどベンチ設置工事

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

4 5,659,200

（久保ケ丘一丁目地内外４箇所）

（立沢公園，けやき台公園，さくらの
杜公園，乙子公園，梅作公園）

かまどベンチ10基

平成29年度立沢公園パーゴラ設置工事

主な工事名及び工事箇所 工　事　内　容 工　事　費

平成29年度国補公園改修第１号工事 舗装版破砕工Ａ＝2,500㎡

（ 単 位 ： 円 ）

3 2,916,000
（久保ケ丘一丁目地内　立沢公園）

パーゴラ1基

平成29年度下新田公園遊具設置工事 ブランコ1基，すべり台1基，
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

公園等里親ボランティアの花壇

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

用地買収面積（累計） ㎡ 580.55 676.46 5,452.35

（実績） （目標値）

整備済道路延長 ｍ 477

　守谷駅周辺における円滑な交通の確保及び通学路の安全確保し，人の流れや物流にも大きな効果が期待でき
る。

　3期工区に着手し，一部用地買収を実施。補助金の内示も厳しくなっていることから，土地開発公社を活用して
効率的に進めた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

その他 51,699 55,289 3,590 都市計画税　外

一般財源

県支出金

地方債

事業費 78,780 75,469 △ 3,311

国庫支出金 27,081 20,180 △ 6,901 社会資本整備総合交付金（防災安全）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　公園まちづくり団体助成事業と公園等里親事業の周知とＰＲすることにより，団体数を増やし協働のまちづく
りの推進を図る。

　公園まちづくり団体数と公園等里親ボランティア団体が増加することにより，協働のまちづくりが拡大され
る。

08040502 坂町清水線整備事業 325

里親団体数 団体 52 55 66 60

（実績） （目標値）

参加団体数 団体 15 17 17 22

　公園まちづくり団体助成事業は17団体の参加により，17公園等の良好な維持管理ができた。
　公園等里親事業は66ボランティア団体の参加により，市民による環境美化の推進が図れた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

その他 68,760 68,760 繰越事業費繰越金，都市計画税　外

一般財源

県支出金

地方債

事業費 133,660 133,660

国庫支出金 64,900 64,900 社会資本整備総合交付金（防災安全）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　新守谷駅自由通路線を優先的に進めることから,補償調査等のみの実施となっている。

　補助金採択が厳しくなっていることから，新守谷駅自由通路線を優先的に進めることとし，縮小方向へシフト
する。今後も補助金の動向に留意し，引き続き要望していく。

08040506 新守谷駅自由通路線整備事業 325

用地買収済面積（累計） ㎡ 290.85 6,532.04

（実績） （目標値）

整備済道路延長 ｍ 464

　守谷駅周辺における円滑な交通の確保及び通学路の安全を確保する。

　用地買収のための不動産鑑定評価や一部物件補償調査等を実施した。しかし,都市計画事業に対する補助採択が
極めて低く,用地買収までは行えなかった。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

その他 14,764 28,092 13,328 繰越事業費繰越金，都市計画税

一般財源

県支出金

地方債

　国庫補助金及び土地開発公社を活用し，用地取得の成果が向上している。今後も適宜活用し成果を向上させ
る。

事業費 14,764 37,942 23,178

国庫支出金 9,850 9,850 社会資本整備総合交付金（防災安全）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　今後も補助金や土地開発公社を活用して効率的に進める。

08040504 みずき野大日線整備事業 325
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　〔主な内容〕

平成29年度市営住宅集会所スロープ改修工
事

スロープ改修（1箇所） 624,240

平成28年度市営薬師台住宅浴室改修工事
（その2）　　　　　　　　（竣工払い）

市営薬師台住宅の浴室改修（18戸） 22,194,000

平成29年度市営薬師台住宅浴室改修工事
　　　　　　　　　　　　　（前払金）

市営薬師台住宅の浴室改修（12戸） 10,324,800

　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。また，長寿命化計画により平成27年度より5箇年計画で老朽化に伴う浴室改修を行い，入居者
の居住環境の向上を図る。

　市営住宅管理を外部委託したことにより，事務の効率化ができた。浴室改修は，12室を実施し，66室中54室が
完了した。

工事名 業　務　内　容 工　事　費

（ 単 位 ： 円 ）

一般財源

県支出金 419 419 市営住宅集会所スロープ改修工事負担金　外

地方債

その他 38,562 16,363 △ 22,199
薬師台市営住宅使用料
市営住宅修繕費積立金繰入金　外

事業費 56,543 37,757 △ 18,786

国庫支出金 17,981 20,975 2,994 社会資本整備総合交付金（地住交）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　補助金を活用した3者（開智学園，つくばみらい市，守谷市）負担による事業で，合同による定期協議を実施
し，成果が向上している。鉄道を跨ぐ工事のため管理者（関東鉄道(株)）への委託工事となるが今後も協議を密
に実施し成果の向上を図る。

　全体の整備スケジュールに沿って進捗しており，今後も早期の供用開始を目指し事業を進める。

08050101 市営住宅管理事業 327

（実績） （目標値）

整備率（事業費換算） ％ 26.08 100.00

　新守谷駅東側に居住する地域住民の利便性の向上，東西地区の連携強化及び通学路の安全確保。

　関東鉄道と協定を締結，橋桁の工場制作や下部工の基礎杭工等が着手され，成果はあがっている。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

 浴室改修後

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　地籍調査の推進により，災害復旧の迅速な対応や，土地境界のトラブルの発生を，未然に防止することができ
る。

　計画通りに適切な地籍調査を推進する。（平成30年度から境界立会い及び測量等を実施する。）

08060101 国土調査事業 329

（実績） （目標値）

地積調査実施面積 ha 16.80 88.00

　土地の最も基礎的な情報である地籍を明らかにし，その結果を記録することにより，官民境界の明確化，課税
の適正化・公平化が図られる。また，災害時においても境界復元の迅速化が図られる。

　地籍調査のホームページ作成，住民説明会を実施し，事業の周知を行った。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

その他

一般財源 492 662 170

県支出金 650 650 地籍調査事業費補助金　

地方債

事業費 492 2,612 2,120

国庫支出金 1,300 1,300 地籍調査事業費補助金　

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

浴室改修率 ％ 36.36 81.82 100.00

（実績） （実績） （目標値）

稼働率（入居率） ％ 97.10 100.00 100.00

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値）

　市営住宅管理業者との綿密な打ち合わせにより，入居者の住環境が向
上した。
今後も，効率的な管理を実施していき，入居者の住環境を向上させてい
く。

　市営住宅管理業者との連携を密に行い，入居者の住環境の向上を図
る。また残り12室の浴室改修を実施し，全室改修を完成させる。
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