
（2）投資的系統 　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

市有林撫育事業 市有林の整備 39,255 市 有 林
　計画的な施業を実施し、市有林の機能増進を図る 撫 育 費
　①森林環境保全整備事業　　　　　　　　　   6,706千円 P62～P63
　　龍神市有林(東谷)　　　　　　 間伐  5.00ha
　　中辺路市有林(風呂谷) 　　　  除伐　4.03ha
　　中辺路市有林(大畑) 　　　　　間伐  3.00ha
　　中辺路市有林(野ヶ原) 　　　  間伐　3.00ha
　　中辺路市有林(大畑) 　　作業道開設  L=500ｍ
　　中辺路市有林(野ヶ原) 　作業道開設  L=800ｍ
　②分収造林事業　　　　　　　　　　　　　　 5,368千円
　　大塔市有林(熊野)  　　　　　 間伐 21.67ha
　　本宮市有林(上切原)  　　　　 間伐 12.13ha
　③森のチカラ再生サポート事業　　　　　　　 1,284千円
　　龍神市有林(東谷)　　　 作業道開設  L=800ｍ
　④中辺路市有林(正木) 
 　 主伐　10.00ha 　　　　　　　　　　　  　22,119千円
　　分収林収益配分金　　　　　　　　　　　　 3,778千円
　　　地上権山のため、契約に基づき収益の３割の配分を行
　　　う

まちづくり推進事 みんなでまちづくり補助金 2,700 まちづくり
業 　民有地に、自然資源、歴史的特性等を生かして行う施設等 推進事業費

　の整備又は公益に寄与する施設等の整備に対し補助を行う P65
　　補助率　対象経費の3/4以内
　　補助金　上限1,000千円

町内会館新築及び 町内会館等を新築又は改修する町内会等に対し、費用の一部 10,200 市民生活費
改修等補助金 を補助する P67

  新築　　　　　　対象経費の50％以内（上限6,000千円）
  改修　　　　　　対象経費の50％以内（上限2,000千円）
  ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備 　　対象経費の2/3以内 （上限2,000千円）
  浄化槽　        100％（国基準額の範囲内）
  放送設備　　　　1/3以内

テレビ難視聴対策 テレビ難視聴地域解消事業費補助金 1,000 
  自然の地形が原因でテレビ放送が良好に受信できない地域
　を解消するため、テレビ共同受信施設組合等が行う次の事
　業に対し補助を行う
　　対象事業　①既存のテレビ共同受信施設の更新又は改修
　　　　　　　②テレビ共同受信施設の新設
　　　　　　　③地上デジタル放送に対応するための改修
　　対象団体　１戸当たりの負担額が35千円を超える２世帯
　　　　　　　以上の組合及び特例世帯
　　補 助 率　補助対象経費から１戸当たりの負担額35千円
　　　　　　　を差し引いた額の1/2以内(ただし､NHKと共同
　　　　　　　で設置等する受信施設については1/4以内）

防災対策事業 住宅被害応急復旧事業費等補助金 1,800 防災対策費
　災害による崩土等により、住居及び敷地への被害が発生し P68
　早急に除去工事及び保全工事を実施しないと居住が困難な
　場合に補助を行う
　　補助金額　事業費の1/3以内（上限300千円）

木造住宅耐震改修工事費補助金 24,000 
　耐震診断の結果、地震発生により倒壊の危険性がある住宅
　の耐震改修工事をする場合に補助を行う
　　補助率　　耐震改修工事費の2/3以内
　　　　　　　１棟当たり600千円限度（県1/2、市1/2）
              補助対象経費の11.5％以内の額を加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国100％）
　　　　　　　  加算額上限600千円（単価48,900円/㎡）
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

移動通信用鉄塔施 携帯電話の不感地区解消のため、移動通信用鉄塔（携帯電 14,300 地域情報化
設整備事業 話基地局）を整備する 推 進 費
（新規） 　事業内容　　鉄塔15ｍ１基  アンテナ１基 P68～P69

　対象地区　　深谷地区
　負担割合　　国2/3、県2/15、市1/5
                            （うち通信事業者4/45）

障害者福祉施設整 障害者入所施設の改修及び増築に対し補助を行う 28,126 障 害 者
備事業（新規） 福 祉 費

　事業主体　　社会福祉法人中辺路白百合学園 P89
　建設場所　　中辺路町小皆
　建物面積　　木造２階建て　1,975㎡
　　　　　　　（改修　　　　1,097㎡）
　　　　　　　（増築　　　　  878㎡）
　施設概要　　事務室、相談室、多目的ホール、会議室、
　　　　　　　食堂、厨房、作業指導室、学習指導室、
　　　　　　　個室ほか
　総事業費　　312,585千円（補助対象225,013千円）
　定　　員　　40人

児童福祉施設整備 核家族化や経済情勢の影響により高まる保育需要に対応する 81,586 児童福祉費
事業（新規） ため、保育所の整備に対して補助を行う P96

　事業主体　　社会福祉法人紀心会（設立予定）
　建設場所　　明洋二丁目
　建物面積　　鉄骨造２階建て　466.09㎡
　施設概要　　保育室３室、多目的ホール、調理室、事務・
　　　　　　　医務室、休憩室ほか
　総事業費　　113,656千円（補助対象108,781千円）
　定　　員　　70人
　特別保育　　０歳児保育、延長保育
　開    所　　Ｈ24.４.１（予定）

へき地保育所の給 Ｈ23年10月から龍神・本宮地域のへき地保育所で新たに給食 16,010 保 育 所 費
食実施（新規） を実施するための整備を行う P99

　龍神地域
　　旧殿原小学校給食室改修工、給食調理用器具購入
　　給食配送用車両購入
　本宮地域
　　本宮保健福祉総合センター調理室改修工
　　給食調理用器具購入、給食配送用車両購入

保育所建築事業 Ｈ23年度・Ｈ24年度　全体事業費  468,849千円 100,449 保育所建築費
（新規） 　事業内容 P100

　　園舎　鉄筋コンクリート造２階建て　1,030㎡
　　　保育室６室、重度障害児室、調理室、多目的ホール
　　　事務室、医務室、屋外遊技場ほか
　　用地購入　3,262.28㎡
　建築場所　城山台２番３

　Ｈ23年度　調査設計、用地購入
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

高齢者住宅改造費 高齢者の日常生活の利便を図るため、既存住宅の便所・浴室 1,950 老人福祉費
補助金 等の改造、手すり・スロープの取付け、段差解消などの小規 P101

模改造に対して助成する
　対象者　　要介護・要支援に認定された65歳以上の高齢者
　　　　　　で所得税非課税世帯
　補助基準　400千円又は実際に要した経費のいずれか低い
　　　　　　方の額から、介護保険の住宅改修費の対象とな
　　　　　　る金額を控除した額
　補助率　　生活保護世帯　100％補助
　　　　　　その他　  　　　3/4補助

ＬＥＤ防犯灯設置 使用電力量の抑制による二酸化炭素排出量の削減及び地域住 4,760 環境衛生費
事業 民の環境意識の高揚を図ることを目的として、市内各自治会 P110

等所有の防犯灯をＬＥＤ防犯灯に更新する

　事業費　　4,760千円
　設置基数　330基

浄化槽設置整備事 浄化槽設置に対する補助（50人槽以下） 138,437 環境衛生費
業費補助金 　補助額 　５人槽        332千円 P111

           ６人～７人槽　414千円
 　　　　　８人～10人槽  548千円
 　　　　　11人槽        588千円
 　　　　　12人～20人槽  11人槽の基準単価＋1人槽39千円
 　　　　　21人槽        995千円
 　　　　　22人～29人槽  21人槽の基準単価＋1人槽53千円
 　　　　　30人槽以上は30人槽の補助金を限度とする
 　　　　※環境に配慮した浄化槽の設置は、１基につき48
 　　　　　千円を上乗せ補助

　Ｈ23年度　330基(一般浄化槽10基、環境配慮型320基)

農業振興事業 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 7,000 農業振興費
　鳥獣被害対策として実施する柵等の施設整備に対して補助 P118
　を行う
　　補助基準　防除柵 800円/ｍ、サル用防除柵 2,500円/ｍ
　　総事業費　14,000千円
　　負担割合　市1/2､受益者1/2（上限300千円 下限30千円)

野生鳥獣食肉処理施設整備事業費補助金（新規） 6,400 農業振興費
　市内で捕獲した有害鳥獣の解体、加工等の処理をする施設 P119
　の整備に対して補助を行う

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ25年度
　対 象 者　有害鳥獣対策に協力する本市に住所を有する
　　　　　　者又は団体
　補 助 率　4/5
　補助対象事業費　上限4,000千円

野菜・花き等生産支援事業費補助金（新規） 9,000 
　新たに野菜や花き等の施設栽培を行う農業者の施設設置
　に対して補助を行い、農業経営の安定を図る

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ25年度
　対 象 者　本市に住所を有する農業者
　補助対象　ビニールハウス等の設置
　補 助 率　1/3
　補助対象事業費
　　ビニールハウス　１ａ当たり上限　600千円
                              下限　300千円
　　鉄骨ハウス　　　１ａ当たり上限3,000千円
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

南紀用水事業 国営南紀用水事業費負担金（Ｈ３年度～Ｈ24年度） 107,699 南 紀 用 水
　全体事業費　258億9,600万円に係る市負担金 事 業 費
　 島ノ瀬ダム 11,079,921千円  幹線水路 14,815,725千円 P119
   ※島ノ瀬ダム分は、Ｈ19年度で償還が終了

県営事業負担金 中山間地域総合整備事業　　　12,750千円 12,750 農 業 土 木
総 務 費

県営ため池整備事 新池（中三栖地区）の整備 2,000 P121
業（新規） 　Ｈ23年度～Ｈ25年度  全体事業費 152,000千円

　　事業内容
　　　提体拡張、斜樋、土砂吐、底樋、余水吐、
　　　制波等改修工

　Ｈ23年度　事業計画概要書作成、土質試験（市単）

農業施設整備事業 農道、水路等の改良を市単独事業として実施 25,198 農 業 施 設
整備事業費
P121

土地改良施設維持 下三栖　松本用排水路の整備　　　 13,443千円 50,511 土 地 改 良
管理適正化事業 　　　　水路工  L=536ｍ　W=0.4～1.6ｍ 施 設 維 持

　　　　（Ｈ22年度～Ｈ25年度） 管理適正化
稲成町　下村用排水路の整備　　　　7,074千円 事 業 費
　　　　水路工  L=100ｍ　W=1.0ｍ P121
稲成町　流越用排水路の整備　　　　8,484千円
　　　　水路工  L=197ｍ　W=0.45～0.6ｍ
中芳養　大井用排水路の整備　　　　9,598千円
　　　　水路工  L=110ｍ　W=1.0ｍ
中三栖　宇井代用排水路の整備　　　2,120千円
　　　　水路工  L=152ｍ　W=0.36ｍ
　　　　（Ｈ23年度・Ｈ24年度）
龍神村湯ノ又　国戸上湯水路の整備　3,033千円
　　　　水路工  L= 31ｍ　W=1.0ｍ

県土地改良事業団体連合会拠出金　　6,759千円
　梨元用排水路ほか 11か所分

間伐実施事業 森林を育成するとともに水資源の確保、山地災害の防止のた 29,000 林業振興費
め、間伐により森林の整備を図る P123
　通常間伐    390ha
　抜き伐り等  970ha

森林保全事業 世界遺産の森林を守ろう基金事業 4,800 

　世界遺産の森林を守ろう基金を活用し、熊野古道のバッフ

　ァゾーンの下刈り、間伐、林内整理等を行う
　　事業期間　Ｈ22年度～Ｈ24年度

　　整備区間　本宮町　祓所王子～三越峠

　　整備面積　12ha×３か年

造林事業 居住地森林環境整備事業 1,075 
　栗栖川地区において、林業基盤整備等の居住環境整備と一
　体的に実施する森林施業に対する補助金
　　間伐　30ha

やまづくりモデル事業 10,000 林業振興費
　伐採跡地の再造林を促進することにより、森林資源の循環 P124
　と林業の再生を図るため、スギ及びヒノキの再造林に要す
　る経費の一部を補助する
　　事業期間　Ｈ21年度～Ｈ23年度
　　事業主体　森林組合、林業事業体
　　補 助 率　12％
　　対象面積　0.1ha～10ha
 　 対象経費　植栽費用、獣害防止ネット設置費用　
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

作業道開設等奨励 森林整備のため作業道開設等を行う森林組合、林業者等の組 10,000 林業振興費
事業 織する団体及び林家に対する補助金 P124

　補助金額　作業道開設 2,000円/ｍ以内
　　　 　　 作業道舗装   700円/㎡以内
　　　 　　 法面保護　　 500円/㎡以内

  作業道開設　L= 11,950ｍ

林業振興事業 林業・木材産業構造改革事業 9,266 
　林業の持続的かつ健全な発展のため、木材利用及び木材産
　業の体制整備に対し補助する
　　事業主体　龍神村森林組合
　　事業内容　プロセッサ１台
　　総事業費　14,595千円(補助対象13,900千円）
　　負担割合　国4/10、市4/15、受益者1/3

山村振興事業 山村地域力再生事業 19,182 山村振興費
　山村資源を活用した地域産業の振興及び担い手育成を図る P125
　ため、団体等が実施する事業や施設整備等に対して補助を
　行う

　紀州備長炭窯の整備　　　　　　　　1,732千円
　　事業内容　炭窯新築１基、炭窯修繕１基
　　事業主体　熊野本宮木炭生産組合
　　事業箇所　本宮町大津荷
　　総事業費　2,600千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　紀州備長炭窯の整備　　　　　　　　  800千円
　　事業内容　炭窯修繕２基
　　事業主体　田辺市木炭生産者組合
　　事業箇所　秋津川
　　総事業費　1,233千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　紀州備長炭窯の整備　　　　　　　　  800千円
　　事業内容　炭窯修繕２基
　　事業主体　紀州備長炭生産の会
　　事業箇所　鮎川
　　総事業費　1,233千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　原木椎茸生産設備の整備　　　　　　1,700千円
　　事業内容　冷水機１台、乾燥機１台
　　事業主体　福井林産物生産組合
　　事業箇所　龍神村福井
　　総事業費　2,550千円
　しきみ、榊の植栽及び土壌整備　　　6,650千円
　　事業内容　しきみ10,000本、榊15,000本の植栽
　　　　　　　土壌整備
　　事業主体　しきみの森育成組合
　　事業箇所　下川下
　　総事業費　9,975千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　簡易給水施設の整備　　　　　　　　7,500千円
　　事業内容　簡易給水施設
　　　　　　　取水施設、浄水池、配水池、送水施設一式
　　　　　　　配水管L=1,220m、給水管L=160m
　　事業主体　知化地野水道組合
　　事業箇所　上芳養
　　総事業費　12,968千円
　　負担割合　県1/2、市1/4、受益者1/4
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

飲料水供給施設整 飲料水供給施設等整備事業費補助金 7,000 山村振興費
備事業 　飲料水供給施設（50人～100人未満） P125

　　補助率 1/2　補助対象事業費 300千円以上
　　補助限度額 5,000千円
　簡易給水施設（50人未満）
　　補助率 2/3　補助対象事業費 100千円以上
　　補助限度額 5,000千円

林道舗装事業 市単独事業 19,400 林道舗装費
　東折川線ほか２線 P127

林道新設改良事業 虎ヶ峰坂泰線開設事業 186,026 林 道 新 設
　Ｓ62年度～Ｈ28年度　全体事業費 2,964,073千円 改 良 費
　　  事業内容  L=20,200ｍ W=3.5～4.0ｍ P127

　Ｈ23年度  開設工  L=1,820ｍ W=3.5ｍ
　　　　　　植栽工　13,000㎡

政城線開設事業 181,591 
　Ｈ３年度～Ｈ26年度　全体事業費 2,561,411千円
　　  事業内容  L=15,000ｍ W=3.5～4.0ｍ

　Ｈ23年度  開設工　L=760ｍ W=3.5ｍ

橘川線改良事業 100,683 
　Ｈ21年度～Ｈ24年度　全体事業費 388,500千円
　　  事業内容  L=7,350ｍ W=4.0ｍ

　Ｈ23年度  改良工  L=1,564ｍ W=4.0ｍ
　　　　　　　　　　モルタル吹付15,422㎡　

林道局部改良事業 市単独事業 4,850 林 道 局 部
　小森１号線、瀬の川線 改 良 費

P128

居住環境整備事業 竹ノ又坂又線開設事業 85,795 居 住 環 境
　Ｈ20年度～Ｈ23年度  全体事業費 336,927千円 整備事業費
　　  事業内容  L=2,640ｍ W=3.0ｍ P128

　Ｈ23年度  開設工  L=700ｍ W=3.0ｍ

小松原大川線舗装事業 17,171 
　Ｈ21年度～Ｈ24年度　全体事業費 213,157千円
　 　 事業内容  L=8,507ｍ W=3.0ｍ

　Ｈ23年度  舗装工　L=820ｍ W=3.0ｍ　

商工振興事業 地域商工業活性化事業費補助金 5,000 商工振興費
　商工会が主体となり、地域の商工業の振興と活性化を目的 P133
　とした事業に対して補助を行う
　　施設整備事業(ハード)　1/2（限度額5,000千円）

商店街活性化対策 中心市街地活性化支援事業費補助金 5,880 
　商業の活性化と中心市街地の賑わい創出を実現していくた
　め、各種ハード事業やソフト事業に取り組む商店街振興組
　合等に補助を行う

　　　湊本通商店街モニュメント整備事業
　　　　事業主体　湊本通商店街振興組合
　　　　事業内容　電光掲示板及び外灯付きモニュメント
　　　　総事業費　7,350千円
　　　　補 助 率　県2/5、市2/5
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

観光施設整備事業 大塔富里温泉センター木質チップボイラー整備事業（新規） 46,800 観 光 費
　環境対策（低炭素化）の一環として、富里温泉乙女の湯に P134
　木質チップボイラーを整備する

　　事業内容　機械室　鉄骨造平屋建て30㎡
　　　　　　　木質チップボイラー１基　20万kcal
　　　　　　　燃料貯蔵・自動投入機１基　10㎥
　　　　　　　附属機器一式、配管工一式ほか

共同作業場整備事 天神大型共同作業場施設修繕 17,220 共同作業場
業 　脱水機、ブロワー及び送気管の更新、防虫カーテンの更新 整備事業費

　及び新設、鉄骨柱の補強ほか P137

紀伊田辺駅ビジタ 本市の玄関口である紀伊田辺駅にビジターセンターを建設し、 16,282 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
ーセンター建設事 観光客等の来訪者に対する案内機能の充実を図る 建設事業費
業（新規） P137

　事業内容
　　Ｈ23年度・Ｈ24年度　全体事業費 162,000千円
　　　ビジターセンター
　　　　鉄筋コンクリート造２階建て　230㎡程度
　　　　事務所、交流スペース、展示コーナー、会議室
　　　　研修室ほか
　　　公衆便所
　　　　木造平屋建て　40㎡程度

　　Ｈ23年度　設計委託、解体撤去工事ほか

道路舗装事業 市単独事業 27,562 道路舗装費
　長野三栖２号線、和田谷熊瀬川線 P140

道路新設改良事業 明洋団地古町線道路改良事業 12,000 道 路 新 設
  Ｈ14年度～Ｈ24年度  全体事業費 1,428,718千円 改 良 費
　  事業内容 P141
　　  道路工 L=1,140ｍ W=9.5～11.0ｍ
　　  測量設計、用地購入29,152㎡、物件・樹木補償ほか

　 Ｈ23年度  建物事後調査、営業補償、確定測量

小瀬小原線道路改良事業 91,000 
  Ｈ17年度～Ｈ24年度  全体事業費　1,111,000千円 
    事業内容  
      道路工 L=2,200ｍ W=4.0～5.0ｍ
　　  測量設計、用地購入21,620㎡、物件・樹木補償ほか

　 Ｈ23年度  道路工 L=760ｍ区間のうち400ｍ

新庄町95号線道路改良事業（新規） 71,000 
  Ｈ21年度～Ｈ24年度  全体事業費　159,242千円 
    事業内容
      道路工   L=100ｍ W=8.75ｍ
      測量設計、用地購入400㎡、家屋補償ほか

　 Ｈ23年度　測量・設計、用地購入、家屋補償ほか

その他市単独事業等 296,135 
　万呂８・９号線ほか37線
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

道路局部改良事業 市単独事業 59,709 道 路 局 部
　中芳養24号線ほか22線 改 良 費

P141

交通安全施設事業 カーブミラー、ガードレール、水銀灯等設置及び修繕工事費 24,000 交 通 安 全
施設事業費
P143

水路新設改良事業 尾の崎排水ポンプ整備事業（新規） 31,200 水 路 新 設
  Ｈ23年度～Ｈ25年度  全体事業費　532,300千円 改 良 費
　　ゲートポンプ６基　自家発電施設２か所 P144
　　測量・設計、用地購入200㎡、物件補償ほか

　Ｈ23年度　詳細設計、物件調査、鑑定評価ほか

街路事業 県営事業負担金 246,166 街路事業費
　元町新庄線街路事業　246,166千円 P146

外環状線（文里地区）（新規） 6,000 
　Ｈ23年度～Ｈ27年度  全体事業費 583,000千円
　　事業内容
　　　道路  L=500ｍ   W=14ｍ
　　　用地  1,170㎡   補償１件

　Ｈ23年度　都市計画変更・公有水面埋立申請

高速道路整備関連 Ｈ11年度～Ｈ27年度  全体事業費 1,081,635千円 71,091 高 速 道 路
事業 　事業内容 整 備 関 連

　 中芳養～新庄町　 事 業 費
　　　　　　　工事用道路、機能回復道路、流末水路、 P148
　　　　　　　公図訂正

　Ｈ23年度　田尻水路用地
　　　　　　　用地購入46㎡
　　　　　  稲成町28号線　　　　
　　　　　　　道路工 L=76ｍ　W=5.5ｍ　
        　　万呂９号線
　　　　　　　道路工 L=220ｍ W=3.0～4.0ｍ
　　　　　　　用地購入182㎡、樹木補償
　　　　　　稲妻水路（新規）
　　　　　　　測量設計
　　　　　　矢田ヶ谷水路（新規）
　　　　　　　水路工 L=38ｍ　W=1.2～1.8ｍ
　　　　　　秋津町18号線（新規）
      　　　　測量設計、樹木補償

都市下水路整備事 背戸川都市下水路整備 331,279 都 市
業 　Ｈ22年度～Ｈ25年度  全体事業費 533,679千円 下 水 路 費

　　事業内容 P149
　　　調整池整備工　　3,600㎥
　　　水路工　　　　　L=462ｍ  φ900mm～φ1,000mm
　　　用地購入　　　　6,362㎡
　　　都市計画変更、測量、土質調査、実施設計

　Ｈ23年度　用地購入　6,362㎡、測量、土質調査、実施設計

駅前広場都市下水路整備（新規）
　Ｈ23年度・Ｈ24年度  全体事業費 69,400千円
　　事業内容
　　　水路工　　L=60ｍ W=2.5ｍ
　　　実施設計

　Ｈ23年度　実施設計
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

三四六総合運動公 Ｈ27年度に開催予定の第70回国民体育大会の会場として、ま 1,071,320 三四六総合
園整備事業 た、紀南地方のスポーツ振興の拠点として、三四六総合運動 運 動 公 園

公園を整備する 整備事業費
P149～P150

　Ｈ22年度～Ｈ27年度  全体事業費 8,689,519千円
　　事業内容
　　　施設整備
　　　　陸上競技場、体育館、宿泊・研修・管理棟、硬式野
　　　　球場、雨天練習場
　　　造成及び周辺整備等
　　　　道路工、排水工、取付道路工、地区外排水路工、解
　　　　体撤去工、防災施設工ほか
　　　用地購入　140,509㎡
　　　物件補償、公図訂正、地質調査、設計等

　Ｈ23年度　用地購入　　　　140,509㎡
　　　　　　取付道路工　　　L=300ｍ W=7.0ｍ
　　　　　　地区外排水路工　L=490ｍ W=1.0ｍ
　　　　　　基本設計及び実施設計

目良公園整備事業 Ｈ27年度に開催予定の第70回国民体育大会の会場として、ま 34,336 目 良 公 園
（新規） た、紀南地方のスポーツ振興の拠点として、目良公園を整備 整備事業費

する P150

　Ｈ23年度～Ｈ25年度  全体事業費 616,983千円
　　事業内容
　　　施設整備
　　　　弓道場、多目的広場
　　　周辺整備等
　　　　解体撤去工、防球フェンス工ほか
      基本計画、基本設計及び実施設計

　Ｈ23年度　基本計画、基本設計及び実施設計

駅前広場整備事業 Ｈ23年度・Ｈ24年度  全体事業費 217,600千円 10,000 駅 前 広 場
（新規） 　事業内容 整備事業費

　　交通量・動向調査及び基本計画策定 P151
　　測量調査、実施設計
　　舗装工・インターロッキング工

　Ｈ23年度　測量調査、実施設計

公園整備事業 文里港埋立地を多目的広場及び芝生広場として整備する 122,301 公 園 整 備
　Ｈ22年度・Ｈ23年度  全体事業費 524,747千円 事 業 費
　　事業内容 P151
　　　多目的広場整備工　12,400㎡
　　　芝生広場整備工　　 3,600㎡
　　　用地購入  18,315㎡、実施設計ほか

　Ｈ23年度　多目的広場整備工　12,400㎡
　　　　　　芝生広場整備工　　 3,600㎡
　　　　　　便所１棟

公営住宅建設事業 老朽化した新屋敷団地を新築移転し、公営住宅の充実を図る 105,380 公 営 住 宅
（新規） 建 設 費

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ25年度 P153
　事 業 費  750,380千円
　建設場所　紀伊田辺駅裏機関区跡地
　事業内容　鉄筋コンクリート造５階建て（全35戸）
　　　　　　駐車場35区画

　Ｈ23　用地購入  2,200㎡
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

常備消防施設整備 防火水槽の設置 15,400 常備消防費
事業 　断水時及び大規模火災に対応するため年次的に設置 P156

　　湊　　　　　　　40ｔ  １基
　　中辺路町栗栖川　40ｔ  １基
　　下川下　　　　　40ｔ  １基

緊急通信指令システムの更新（新規） 320,000 
　老朽化した緊急通信指令システムを更新し、機能の充実
　を図る
　　整備内容　指令装置一式、指揮台、表示盤一式、無線統
　　　　　　　制台、指令電送装置、地図等検索装置、気象
　　　　　　　情報収集装置、災害状況等自動案内装置、順
　　　　　　　次指令装置、音声合成装置、出動車両運用管
　　　　　　　理装置ほか

　　追加機能　本宮消防署指令の統一
　　　　　　　NTT電話回線からの発信地表示
　　　　　　　順次指令のメール配信

消防用車両購入 28,500 
　高規格救急自動車(中辺路大塔消防署龍神出張所）
　 　　　　　　　　　　　　　　　 　１台　27,000千円
　軽四積載車(田辺消防署)　　　　　　１台　 1,500千円

消防団施設整備事 消防用車両購入 7,000 消 防 団 費
業 　ポンプ付普通積載車（中芳養分団）　１台   P159

　　　　

学校施設耐震改修 耐震診断結果を踏まえ、Is値（構造耐震指標）の低い施設か 350,941 小学校施設
事業 ら優先して年次的に補強設計及び耐震改修工事等を実施する 耐震改修事

　小学校施設耐震改修事業　256,256千円 業 費
　　耐震改修工事 田辺第三小学校校舎 P167
　　　　　　　　 芳養小学校Ｂ棟校舎 中学校施設
　　校舎補強設計 芳養小学校Ａ棟校舎、龍神小学校校舎 耐震改修事
　　　　　　　　 稲成小学校体育館 業 費
　　仮設校舎設計 芳養小学校 P171
　　仮設校舎借料 田辺第三小学校

　中学校施設耐震改修事業　 94,685千円
　　耐震改修工事　　中辺路中学校校舎

田辺第二小学校建 Ｈ22年度～Ｈ27年度　全体事業費 1,636,188千円 149,667 田辺第二小
築事業 　事業内容 学校建築費

　　校舎　鉄筋コンクリート造３階建て 4,380㎡ P167～P168
　　　普通教室13室、特別支援教室２室、理科室、音楽室、
　　　図工室、家庭科室、視聴覚室、コンピュータ室、図書
　　　室、特別活動室、校長室、職員室、生徒会室、保健室
　　　多目的ホールほか

　Ｈ23　校舎内部改修（仮校舎）
　　　　校舎等解体撤去(Ｈ23年度・Ｈ24年度債務負担行為)
　　　　校舎建築設計  (Ｈ23年度・Ｈ24年度債務負担行為)
　　　　仮設校舎、校舎内部改修設計
　　　　　　　　　　  (Ｈ22年度・Ｈ23年度債務負担行為)
　　　　校舎等解体撤去設計
　　　　　　　　　　  (Ｈ22年度・Ｈ23年度債務負担行為)
　　　　仮設校舎借料  (Ｈ23年度～Ｈ25年度債務負担行為)
　　　　建物事前調査
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

新庄小学校体育館 Ｈ22年度・Ｈ23年度　全体事業費  368,921千円 321,318 新庄小学校
建築事業 　事業内容 体 育 館

　　体育館　鉄筋コンクリート造　894㎡ 建 築 費
P168

　Ｈ23年度　体育館建築、周辺整備、備品購入

中芳養小学校体育 Ｈ22年度・Ｈ23年度　全体事業費  247,089千円 220,460 中 芳 養 小
館建築事業 　事業内容 学校体育館

　　体育館　鉄筋コンクリート造　570㎡ 建 築 費
P168

　Ｈ23年度　体育館建築、周辺整備、備品購入

スクールバスの更 スクールバス購入 3,400 中 学 校
新 　大塔中学校スクールバス（定員15人）　　１台 ス ク ー ル

バス運行費
P171

文化財の保存及び 特別天然記念物食害対策防護柵設置事業 10,027 文 化 財 費
顕彰事業 　森林保全及びカモシカの保護のため、防護柵を設置する P176

　　防護柵　　　L=2,500ｍ H=1.8ｍ
　　設置場所　　龍神村（小又川・甲斐ノ川・柳瀬）

史跡近露王子跡保存整備事業（新規） 1,600 
  世界遺産に登録されている近露王子跡の石積みの保存整備
  を行う
　　石積工　　　39㎡

指定文化財の保存及び顕彰事業補助金 3,000 
  国民共有の財産である貴重な文化財を保存し、後世に伝え
  るため、文化財所有者による保存顕彰事業に対して補助金
　を交付し、負担の軽減に努める

　補助率
　　国指定文化財　補助対象経費の総額から国及び県補助金
　　　を控除した額の1/8又は県補助金額の1/2の額のいずれ
　　　か少ない額
　　県指定文化財　補助対象経費の総額から県補助金を控除
　　　した額の1/4又は県補助金額の1/2の額のいずれか少な
　　　い額
　　市指定文化財　補助対象経費の総額の1/2の額　　　　
　上  限
　　国指定：5,000千円、県指定：2,500千円
　　市指定：1,000千円

　Ｈ23年度　熊野本宮大社社殿改修補助ほか

紀南文化会館の施 紀南文化会館空調用熱源設備改修 9,753 文化振興費
設整備 　総事業費　40,635千円(Ｈ20年度～Ｈ24年度債務負担行為) P185

　改修内容　冷温水器、冷却塔、冷却水・冷温水ポンプ
　　　　　　電気設備、配管接続工事一式ほか
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

複合文化施設建築 旧紀南綜合病院跡地利用計画に基づき、図書館及び歴史民俗 1,086,048 複 合 文 化
事業 資料館の機能を併せ持つ文化施設と市民広場を建設する 施 設 建 築

事 業 費
　事業内容 P189
　　事業期間　Ｈ20年度～Ｈ23年度
　　　　　　　図書館 Ｈ24年２月開館予定
　　　　　　　歴史民俗資料館 Ｈ24年８月開館予定
　　総事業費　1,675,115千円
　　　　　　　鉄骨造２階建て　延床面積3,338㎡
　　　　　　　市民広場、駐車場87台ほか　　　
　　蔵書冊数　19万１千冊
　　　　　　　　開架　　一般約５万冊、児童２万５千冊、
　　　　　　　　　　　　郷土・参考資料６千冊
　　　　　　　　閉架　　約11万冊

　　図書館
      一般開架コーナー、児童開架コーナー
　　　乳幼児コーナー、おはなしのへや、授乳室
　　　参考・郷土資料コーナー、学習室、事務室、館長室
　　　ボランティア会議室、閉架書庫、特別収蔵庫
　　　移動図書館用書庫、車庫、便所ほか
　　歴史民俗資料館
　　　展示室、企画展示室、学習体験室、収蔵庫、事務室
　　　便所ほか
　　共通施設
　　　交流スペース、大会議室、ロッカー、エレベーター
　　　ほか
　　Ｈ23年度  本体建築工事、周辺整備工事、周辺建物事
　　　　　　　後調査、展示演出委託、備品購入（集密書
　　　　　　　架ほか）

（2）投資的系統（特別会計） 　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

簡易水道施設改良 おおとう簡易水道施設改良事業 19,500 簡易水道事
事業（新規） 　給水能力不足を解消するため、施設を更新する 業特別会計

　　浄水施設（膜ろ過設備）工　一式 P291

簡易水道施設整備 川湯・請川簡易水道施設整備事業 181,371 
事業 　Ｈ22年度～Ｈ25年度　　全体事業費 724,333千円

　事業内容
　　取水施設設備工　　　一式
　　浄水施設設備工　　　一式
　　管路工　　　　　　　L=6,760ｍ φ30～150㎜
　　用地　 5,160㎡　　　立木補償　 826本

  Ｈ23年度  管路工　　　　　　L=3,946ｍ φ30～150㎜
 　　 　　  配水池場内整備工　一式
　　　      消火栓設置工　　　10基
 　　       給水分岐取出工　　一式
　　　      用地　 5,160㎡　　立木補償　 826本
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