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

庁舎別館改修事業 庁舎別館空調設備改修事業 13,800 一般管理費
　老朽化した庁舎別館の空調設備の改修を行う P60～P61

市有林撫育事業 市有林の整備 40,468 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　　　　　　　　　  12,748千円 P64
　　龍神市有林(東谷)　　　　　　 間伐   2.00ha
　　龍神市有林(西ノ谷) 　　  　　間伐　22.00ha
　　中辺路市有林(大畑) 　　　　　間伐   5.00ha
　　中辺路市有林(下皆) 　　　　  間伐　 7.00ha
　　大塔市有林(西大谷) 　　再造林 5.00ha、鹿防護柵設置
　　龍神市有林(東谷)　　　 作業道開設  L=600ｍ
　　龍神市有林(西ノ谷)　　 作業道開設  L=600ｍ
　　中辺路市有林(大畑) 　　作業道開設  L=500ｍ
　　中辺路市有林(下皆)　 　作業道開設  L=750ｍ
　②分収造林事業　　　　　　　　　　　　　　 2,000千円
　　大塔市有林(熊野)  　　 間伐 16.57ha、管理歩道整備
　③中辺路市有林(風呂谷) 　除伐　4.03ha　　　　417千円
　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　　　　　　　　　　　　 3,184千円
　　　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 　市民による主体的なまちづくりを推進するため、民有地に、 推進事業費

  自然資源、歴史的特性等を生かして行う施設等の整備又は P66
　公益に寄与する施設等の整備に対し補助を行う
　　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 25,500 市民生活費
改修等補助金 を補助する P68

  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

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と維持管理 31,800 
事業（新規） 経費の軽減を目的として、市内各自治会等所有の蛍光管防犯

灯をＬＥＤ防犯灯に更新する

　　事業期間　Ｈ24年度・Ｈ25年度
　　総事業費　63,600千円
　　更新基数　5,300基

　　Ｈ24年度　2,650基

防災対策事業 津波避難路の整備（新規） 40,100 防災対策費
　東日本大震災の状況を踏まえ実施した津波避難路の緊急点 P69～P70
　検により、整備が必要と判断した箇所の整備を行う

　　芳養松原地区ほか７か所

津波避難誘導灯の整備（拡充） 12,800 防災対策費
　東日本大震災の状況を踏まえ、夜間停電時の津波からの避 P70
　難に備えるため、現在の津波浸水予想区域内の充足と周辺
　地域へ整備する

　　蓄電池内蔵型ライト　47基
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

防災対策事業 防災行政無線屋外子局の整備（新規） 8,800 防災対策費
　新たに難聴な状況を確認した地域に屋外子局を整備する P70

　　整備箇所　上秋津平岡　　　１基
　　　　　　　中芳養土井垣内　１基

住宅被害応急復旧事業費等補助金 1,800 
　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
　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 20,000 
　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）
              １棟当たり400千円限度の加算（国100％）

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 1,500 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
　　　　　　で同一の住宅に居住し、生計を一にしている全
　　　　　　ての世帯構成員が所得税非課税のもの
　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

斎場整備事業 火葬炉の改修 7,800 斎 場 費
　老朽化による火葬炉２基の耐火レンガ積替整備 P109

浄化槽設置整備事 浄化槽設置に対する補助（50人槽以下） 121,225 環境衛生費
業費補助金 　補助額 　５人槽        332千円 P110

           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

　Ｈ24年度　280基(一般浄化槽10基、環境配慮型270基)

一般廃棄物焼却施 本市の焼却施設について、施設の老朽化や処理能力の低下が 9,000 塵芥処理費
設基幹的設備改良 進んでいることから、設備機器類の基幹的改良を行う P113
事業

　Ｈ23年度～Ｈ28年度  全体事業費 2,757,800千円
　　事業内容
      循環型社会形成推進地域計画、長寿命化計画、生活環
      境影響調査、実施設計、基幹的設備改良工事

　Ｈ24年度・Ｈ25年度　　生活環境影響調査
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

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 8,400 
　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
　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 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

地域農業支援対策事業費補助金（新規） 16,667 
　Ｈ23年台風12号の被災地域において、地域農業を守り維持
　するため、耕作放棄地の発生防止に取り組む担い手に対し
　て補助を行う

　事業期間　Ｈ24年度
　事業主体　３戸以上の農業者で組織する任意組合又は農業
　　　　　　法人
　補助対象　共同作業に必要な施設及び農業機械の整備
　補助要件　被災地域において、離農者等から30ａ以上の農
　　　　　　地を借り受け、買い受け、又は農作業の委託を
　　　　　　受けて規模拡大を図り、生産工程の全部又は一
　　　　　　部を共同で作業すること
　　　　　　賃借の場合は６年以上の利用権設定をすること
　補 助 率　県1/3（事業費上限15,000千円）
　　　　　　市1/3（事業費上限10,000千円）

農地等災害復旧事業費補助金 5,000 
　Ｈ23年台風12号で生じた被害を対象に、国の災害復旧事業
　の対象外となる農地等の原形復旧に必要となる費用に対し
　て補助を行う

　事業期間　Ｈ23年度・Ｈ24年度
　事業内容　農業生産基盤復旧支援事業（補助率 45％）
　　　　　　　農地、農業用施設の復旧に対する補助
　　　　　　　事業費上限400千円
　　　　　　営農再開緊急支援事業（補助率 1/3）
　　　　　　　スプリンクラー、モノラック等の復旧に対す
　　　　　　　る補助
　　　　　　　事業費上限なし

-76-



　　　　（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 P118
    ※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　　7,500千円 7,500 農 業 土 木
総 務 費

ため池等整備事業（新規）　1,080千円 1,080 P120
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ26年度　
　事業場所　中三栖地区　新池
　事 業 費　107,100千円
　事業内容　提体拡張、斜樋、土砂吐、底樋、余水吐、
　　　　　　制波等改修工

　Ｈ24年度　測量設計

地すべり防止対策 上野東地区において、地すべりの兆候が確認されたため、地 8,500 
の実施（新規） すべり等防止法の区域指定のための調査を実施する

　事業年度　Ｈ24年度
　調査内容　地質踏査、ボーリング調査、動態観測、地下水
　　　　　　位調査ほか

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 25,060 農 業 施 設
整備事業費

P120

土地改良施設維持 下三栖　松本用排水路の整備　　　 4,040千円 25,269 土 地 改 良
管理適正化事業 　　　　水路工  L=40ｍ　W=1.6ｍ 施 設 維 持

　　　　（Ｈ22年度～Ｈ25年度） 管理適正化
中三栖　宇井代用排水路の整備　　14,443千円 事 業 費
　　　　測量設計、水路工  L=452ｍ　W=0.45～0.6ｍ P120
　　　　（Ｈ23年度・Ｈ24年度）
下川下　和田川揚水機の整備　　　2,727千円
　　　　ポンプ操作盤及び附帯設備
　　　　（Ｈ24年度）

県土地改良事業団体連合会拠出金　　4,059千円
　皆代用排水路ほか ５か所分

簡易給水施設整備 上芳養石神地区に簡易給水施設を整備し、生活環境基盤の充 60,560 簡 易 給 水
事業 実を図る 施 設 整 備

事 業 費
　Ｈ23年度・Ｈ24年度　　全体事業費　65,433千円 P121
　事業内容
　　取水・送水施設及び浄水・配水施設 　一式

　Ｈ24年度　取水・送水施設及び浄水・配水施設整備工事

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 26,000 林業振興費
め、間伐により森林の整備を図る P122
　除伐　　    　　 10.82ha
　間伐、更新伐  1,111.60ha

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　44ha
　　Ｈ24年度　船玉神社～三越峠　16ha
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

造林事業 恵みのやまづくり事業（新規） 13,000 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 P122
　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
　

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 
事業 織する団体及び林家に対する補助金

　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

  Ｈ24年度　作業道開設L=14,700ｍ、法面保護1,500㎡

山村振興事業 山村地域力再生事業 13,427 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 P123
　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

　紀州備長炭原木搬出用運搬機の整備　2,220千円
　　事業内容　運搬機１台
　　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　3,330千円
　　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　　　　　 　　 1,332千円
　　事業内容　炭窯新築１基
　　事業主体　紀州備長炭生産者の会
　　事業箇所　鮎川
　　総事業費　2,547千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　紀州備長炭窯の整備　　　　　　　　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　2,616千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　紀州備長炭薪割り機の整備　　　  　　638千円
　　事業内容　薪割り機１台
　　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　958千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　梅貯蔵庫の整備　　　　　　　　　　2,084千円
　　事業内容　梅貯蔵庫52㎡
　　事業主体　下山路梅生産組合
　　事業箇所　龍神村福井
　　総事業費　3,126千円

（ 次 頁 へ ）
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

山村振興事業 　榊植栽地整備用機械の整備　 　　 　1,246千円 山村振興費
（ 前 頁 か ら ） 　　事業内容　小型ショベル１台 P123

　　事業主体　龍神サカキ生産組合
　　事業箇所　龍神村廣井原
　　総事業費　1,870千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、受益者1/3
　簡易給水施設の整備　　　　　　　　3,375千円
　　事業内容　取水井戸の新設、受水タンク１基、
　　　　　　　送水ポンプ２台
　　事業主体　上地飲料水組合
　　事業箇所　本宮町皆瀬川
　　総事業費　4,500千円
　　負担割合　県1/2、市1/4、受益者1/4

飲料水供給施設整 飲料水供給施設等整備事業費補助金 22,109 
備事業 ①現行の補助制度

　飲料水供給施設（50人～100人未満）
　　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

　Ｈ24年度　7,000千円

②Ｈ23年台風12号で被災した施設の本復旧に対する特例制度
　補助限度額　10,000千円（県の補助制度と同額）
　現行の市の補助率に県補助1/3を上乗せする
　飲料水供給施設（50人～100人未満）
　　補助率 5/6　補助対象事業費 300千円以上
　簡易給水施設（50人未満）
　　補助率 3/3　補助対象事業費 100千円以上

　Ｈ24年度　15,109千円（３施設）

林道舗装事業 市単独事業 20,000 林道舗装費
　大熊線、野中線 P125

林道新設改良事業 虎ヶ峰坂泰線開設事業 111,888 林 道 新 設
　Ｓ62年度～Ｈ28年度　全体事業費 2,951,133千円 改 良 費
　　  事業内容  L=20,200ｍ W=3.5～4.0ｍ P125～P126

　Ｈ24年度  開設工  L=1,040ｍ W=3.5ｍ

政城線開設事業 171,547 
　Ｈ３年度～Ｈ24年度　全体事業費 2,527,411千円
　　  事業内容  L=15,085ｍ W=3.5～4.0ｍ

　Ｈ24年度  開設工　L=725ｍ W=3.5ｍ

小又川丹生ノ川線改良事業 80,768 
　Ｈ21年度～Ｈ24年度　全体事業費 236,842千円
　　  事業内容  L=3,034ｍ W=3.5～4.0ｍ

　Ｈ24年度  改良工  L=896ｍ W=3.5～4.0ｍ
　　　　　　　　　　モルタル吹付 8,585㎡　
　　　　　　　　　　簡易法枠工　 1,838㎡　
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

林道新設改良事業 橘川線改良事業 100,844 林 道 新 設
　Ｈ21年度～Ｈ24年度　全体事業費 394,824千円 改 良 費
　　  事業内容  L=7,350ｍ W=4.0ｍ P125～P126

　Ｈ24年度  改良工  L=1,303ｍ W=4.0ｍ
　　　　　　　　　　モルタル吹付15,422㎡　

小広和田川線改良事業 40,281 
　Ｈ23年度～Ｈ24年度　全体事業費 100,300千円
　　  事業内容  L=1,756ｍ W=4.0ｍ

　Ｈ24年度  改良工  L=536ｍ W=4.0ｍ
　　　　　　　　　　モルタル吹付 5,914㎡　

林道局部改良事業 市単独事業 4,250 林 道 局 部
　大熊線 改 良 費

P126

居住環境整備事業 小松原大川線舗装事業 14,134 居 住 環 境
　Ｈ21年度～Ｈ24年度　全体事業費 155,712千円 整備事業費
　 　 事業内容  L=8,476ｍ W=3.0ｍ P126～P127

　Ｈ24年度  舗装工　L=740ｍ W=3.0ｍ　

竹ノ又坂又線開設事業 26,000 居 住 環 境
　Ｈ20年度～Ｈ24年度  全体事業費 355,543千円 整備事業費
　　  事業内容  開設　L=2,640ｍ W=3.0ｍ P127
　　  　　　　　改良　L=　860ｍ W=3.0ｍ
　　  　　　　　舗装　L=3,500ｍ W=3.0ｍ

　Ｈ24年度  舗装工  L=1,030ｍ W=3.0ｍ

漁港建設事業 芳養漁港施設移転事業 31,000 漁港建設費
　旧芳養漁港から、Ｈ22年度に完成した新芳養漁港に漁港機 P129
　能を移転するため、作業場等を整備する
　　事業内容
　　　作業場建屋工　　132㎡
　　　水道設備工、水産倉庫移設、海水ポンプ移設、冷蔵施
　　　設移設、砕氷機移設、実施設計

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 P131
　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）

観光施設整備事業 ちかの「平安の郷」拠点施設整備事業 23,562 観 光 費
　中辺路町近露・野中地域を熊野古道の中継拠点と位置付け、 P132
　歴史的魅力や優れた景観、熊野詣での地理的位置を生かし
　た誘客空間を創造し、半日滞在型や一泊宿泊型の観光客の
　誘客を推進するため、拠点施設を整備する

　事業期間　Ｈ23年度・Ｈ24年度
　事 業 費　25,262千円
　整備場所　中辺路町近露地内（野長瀬晩花の生家）
　事業内容　木造平屋建て　46㎡
　　　　　　　作業場、休憩・交流スペース、便所

　Ｈ24年度　建築工事

ひわだの滝キャンプ場の撤去 30,000 
　Ｈ23年台風12号災害により壊滅的な被害を受けたひわだの
　滝キャンプ場（龍神村柳瀬）の廃止に伴い、建物等の撤去
　及び整地を行う
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

自然公園施設整備 ひき岩群国民休養地内スカイロープ撤去 1,950 自然公園等
事業 　経年劣化により、使用禁止としているスカイロープを撤去 管 理 費

　する P135

共同作業場整備事 三地区大型共同作業場のエレベーター改修 7,000 共同作業場
業 　老朽化に伴いエレベーターの金属部分が腐食し、扉の開閉 整備事業費

　不良等が発生していることから改修を行う P135

ビジタセンター建 紀伊田辺駅ビジターセンター建設事業 152,002 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
設事業 　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 建設事業費

　し、観光客等の来訪者に対する案内機能の充実を図る P135

　事業内容
　　Ｈ23年度・Ｈ24年度　　全体事業費 162,002千円
　　鉄筋コンクリート造２階建て
　　　ビジターセンター　250㎡
　　　　総合案内、交流スペース、展示スペース、会議室、
　　　　便所ほか
　　　公衆便所
　　　　男（大１、小３）、女（３）、多目的（１）
　　　駅構内便所
　　　　男（大１、小２）、女（２）

　　Ｈ24年度　解体撤去工事、建築工事、物件移転補償ほか

道路舗装事業 市単独事業 52,897 道路舗装費
　芳養町中芳養１号線ほか15線 P138

道路新設改良事業 小瀬小原線道路改良事業 90,600 道 路 新 設
  Ｈ17年度～Ｈ25年度  全体事業費　1,154,537千円 改 良 費
    事業内容  P139
      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

　 Ｈ24年度  道路工 L=760ｍ区間のうち川側の改良

新庄町95号線道路改良事業 103,500 道 路 新 設
  Ｈ21年度～Ｈ24年度  全体事業費　159,189千円 改 良 費
    事業内容 P139～P140
      道路工 L=100ｍ W=9.0ｍ
      測量設計、用地購入396㎡、物件補償ほか

　 Ｈ24年度　道路工 L=100ｍ、用地購入、物件補償ほか

茶屋平線道路改良事業（新規） 6,260 道 路 新 設
  Ｈ24年度～Ｈ26年度  全体事業費　80,800千円 改 良 費
    事業内容 P139
      道路工 L=403ｍ W=5.0ｍ（新設L=163ｍ、改良L=240ｍ）
      測量設計、用地購入約2,300㎡、樹木補償ほか

　 Ｈ24年度　測量・設計、不動産鑑定

明洋団地古町線（古尾工区）道路改良事業（新規） 49,500 
  Ｈ24年度～Ｈ25年度  全体事業費　91,500千円 
    事業内容
      道路工 L=72ｍ W=13.0ｍ
      測量設計、用地購入645㎡、物件補償ほか

　 Ｈ24年度　測量・設計、用地購入、物件補償ほか

その他市単独事業等 381,099 道 路 新 設
　八丁線ほか40線 改 良 費

P139～P140
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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 44,071 道 路 局 部
　上秋津22号線ほか13線 改 良 費

P140

橋梁新設改良事業 田辺大橋橋梁耐震事業（新規） 10,300 橋 梁 新 設
  Ｈ24年度～Ｈ29年度  全体事業費　313,300千円 改 良 費
　　橋脚補強工、落橋防止工　橋脚５基 P140
　　測量・設計

　Ｈ24年度　詳細設計

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 22,000 交 通 安 全
施設事業費

P142

歩道新設事業 元町江川文里港線歩道整備事業（新規） 94,200 歩 道 新 設
  Ｈ24年度～Ｈ25年度  全体事業費　156,519千円 事 業 費
　　歩道新設 L=90ｍ W=2.0ｍ（全体幅員W=7.0ｍ） P142
　　測量・設計、物件補償ほか

　Ｈ24年度　物件補償５件ほか

樋門設備整備事業 松原川樋門に全国瞬時システムを設置し、樋門の閉門を自動 4,300 河川管理費
（新規） 化することで、津波等の被害軽減を図る P143

　事業期間　Ｈ24年度・Ｈ25年度
　事 業 費  17,600千円
　設置場所　松原川樋門（芳養松原一丁目）
　事業内容　受信アンテナ、受信機、制御盤、開閉機ほか

　Ｈ24年度　設計委託

水路新設改良事業 尾の崎排水ポンプ整備事業 333,200 水 路 新 設
  Ｈ23年度～Ｈ25年度  全体事業費　760,400千円 改 良 費
　　ゲートポンプ６基　自家発電施設２か所 P143
　　測量・設計、用地購入200㎡、物件補償ほか

　Ｈ24年度　ポンプ整備工 ２基

空き家再生等推進 空き家再生等推進事業費補助金 6,320 都 市 計 画
事業（新規） 　市街地にある空き家物件を改修し、一棟貸しの宿泊施設と 総 務 費

　して活用する P145

　　事業主体　南紀みらい株式会社
　　事業箇所　紺屋町
　　総事業費　10,000千円
　　負担割合　国1/3、市1/3、事業主体1/3

街路事業 県営事業負担金 183,333 街路事業費
　元町新庄線街路事業　1,100,000千円×1/6 P145

外環状線（文里地区） 10,000 
　Ｈ23年度～Ｈ27年度  全体事業費 275,000千円
　　事業内容
　　　道路  L=500ｍ   W=14ｍ
　　　用地  1,170㎡   物件補償

　Ｈ24年度　物件調査、実施設計
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

高速道路整備関連 Ｈ11年度～Ｈ27年度  全体事業費 1,061,959千円 108,929 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、 P147～P148

　　　　　　　公図訂正

　Ｈ24年度　稲妻水路

　　　　　　　水路工　L= 60ｍ　W=2.0ｍ

　　　　　  秋津町18号線　　

　　　　　　　道路工　L=143ｍ　W=3.0～4.0ｍ

        　　新庄町10号線（新規）

　　　　　　　道路工　L= 75ｍ　W=4.0ｍ

　　　　　　　用地購入665㎡、樹木補償

　　　　　　目良五線（新規）

　　　　　　　樹木補償

建設残土処分場の整備（新規） 237,555 

　Ｈ24年度～Ｈ27年度　全体事業費　769,405千円

　　事業内容

　　　処分地面積　46,407㎡

　    処分可能量　517,000㎥

　　　進入道路工　L=380ｍ　W=4.0ｍ

　　　調整池整備　3,860㎥

      測量設計、用地購入44,243㎡、物件・樹木補償ほか

　　Ｈ24年度　造成工　46,407㎡

      　　　　測量設計、用地購入、物件・樹木補償

都市下水路整備事 背戸川都市下水路調整池等整備事業 72,350 都 市
業 　Ｈ22年度～Ｈ25年度  全体事業費 584,403千円 下 水 路 費

　　事業内容 P149
　　　調整池整備工　　3,600㎥
　　　水路工　　　　　L=435ｍ  φ900～1,000mm
　　　用地購入　　　　6,362㎡
　　　都市計画変更、測量、土質調査、実施設計

　Ｈ24年度　調整池整備工　3,600㎥
　　　　　  水路工        L=100ｍ  φ900～1,000mm

駅前広場都市下水路整備事業 69,155 
　Ｈ23年度・Ｈ24年度  全体事業費 78,555千円
　　事業内容
　　　水路工　　L=60ｍ W=2.0ｍ
　　　実施設計、工損調査

　Ｈ24年度　水路工　L=60ｍ W=2.0ｍ、工損調査

背戸川第一ポンプ場機械設備更新事業（新規） 64,557 
　Ｈ24年度  全体事業費 64,557千円
　　事業内容
　　　除塵機更新工　１基　 W=4.0ｍ H=3.0ｍ
　　　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 1,448,454 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 8,914,099千円
　　事業内容
　　　施設整備
　　　　陸上競技場、体育館、宿泊・管理設備棟、硬式野球
　　　　場、雨天練習場、テニスコート
　　　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、公衆便所ほか
　　　用地購入　129,320.37㎡
　　　物件補償、公図訂正、地質調査、設計等

　Ｈ24年度　　南紀スポーツセンター解体撤去
　　　　　　　造成工　　　　　120,000㎡
　　　　　　　調整池函渠工　　L=50ｍ
　　　　　　　調整池堤体工　　一式
　　　　　　　排水工　L=1,880ｍ
　　　　　　　物件補償

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 221,304 目 良 公 園
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 654,895千円
　　事業内容
　　　施設整備
　　　　近的・遠的弓道場、多目的広場
　　　周辺整備等
　　　　解体撤去工、防球フェンス工、公衆便所
      基本計画、基本設計及び実施設計

　Ｈ24年度　　市民球場解体撤去、近的弓道場整備
　　　　　　　公衆便所整備

駅前広場整備事業 Ｈ23年度・Ｈ24年度  全体事業費 267,550千円 261,100 駅 前 広 場
　事業内容 整備事業費
　　交通量・動向調査及び基本計画策定 P150
　　測量調査、実施設計
　　舗装工　　4,325㎡
　　シェルター（屋根通路）整備工　　L=170ｍ H=2.5ｍ

　Ｈ24年度　舗装工　4,325㎡
　　　　　　シェルター（屋根通路）整備工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　L=170ｍ H=2.5ｍ

公営住宅営繕事業 南松原団地外壁改修事業　３棟　 10,500千円 32,600 住宅管理費
新万団地サッシ改修事業　40戸　  6,500千円 P151～P152
崖団地屋根改修事業　　　２棟　 15,600千円

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 18,000 公 営 住 宅
建 設 費

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ26年度 P152
　事 業 費  601,452千円
　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

　Ｈ24年度　測量調査、設計委託
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

県消防救急デジタ 電波法の改正により消防救急無線のアナログ周波数の使用期 18,809 常備消防費
ル無線整備推進協 限がＨ28年５月31日までとされていることから、県下全体で P156
議会負担金 協議会を設置し消防救急デジタル無線網の整備を推進する

　事業期間　　　　Ｈ23年度～Ｈ27年度
　事業内容　　　　電波伝搬調査、基本設計、実施設計、
　　　　　　　　　基地局整備、無線機等整備、
　　　　　　　　　指令システム改修
　田辺市消防本部　全体事業費　828,502千円
　Ｈ24年度　　　　基本設計、実施設計

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 P155

　　中三栖　　　　　40ｔ  １基
　　中辺路町西谷　　40ｔ  １基
　　鮎川　　　　　　40ｔ  １基

消防用車両購入 25,600 
　高規格救急自動車(中辺路大塔消防署中辺路出張所）
　 　　　　　　　　　　　　　　　 　１台　24,000千円
　救急支援車(田辺消防署北分署)　　　１台　 1,600千円

消防団施設整備事 鮎川分団車庫改修 2,100 消 防 団 費
業 　長時間の災害に備え、待機所及び便所を設置する P158

栗栖川分団（中辺路町内井川）内井川器具庫の設置 600 
　消防器具庫　１棟

消防用車両購入 13,500 
　消防ポンプ自動車（万呂分団）　１台   

消防団備品購入 1,200 
　小型動力ポンプ(上山路分団）　 １台

消防庁舎建設事業 震災など大規模災害時、防災拠点としての機能を有する新消 165,815 消 防 庁 舎
（新規） 防庁舎を建設する 建設事業費

P160
　　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ27年度
　　総事業費　1,515,112千円
　　事業内容　敷地面積　6,550㎡
　　　　　　　田辺市消防本部及び田辺消防署
　　　　　　　　鉄筋コンクリート造３階建て 2,489㎡
　　　　　　　　免震構造、情報処理室を含む
　　　　　　　訓練塔　１棟
　　　　　　　備蓄倉庫　鉄骨造平屋建て　150㎡
　　　　　　　自家給油施設　10kl
　　Ｈ24年度　地形測量、敷地造成設計、地質調査、
　　　　　　　用地購入　6,550㎡

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 189,632 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　172,260千円 業 費
　　耐震改修工事 芳養小学校Ａ棟・昇降棟校舎 P167
　　　　　　　　 稲成小学校体育館 中学校施設
　　　　　　　　 龍神小学校校舎 耐震改修事
　　補強設計 　　田辺東部小学校体育館 業 費

P171
　中学校施設耐震改修事業　 17,372千円
　　補強設計 　　高雄中学校校舎
　　校舎改修工事 高雄中学校校舎
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

田辺第二小学校建 Ｈ22年度～Ｈ27年度　全体事業費 1,626,689千円 457,936 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 4,540㎡ P167
　　　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

　Ｈ24　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)
　　　　校舎建築工事  (Ｈ24年度・Ｈ25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)

会津小学校建築事 Ｈ24年度～Ｈ27年度　全体事業費 1,468,355千円 130,591 会津小学校
業（新規） 　事業内容 建 築 費

　　校舎　鉄筋コンクリート造３階建て 4,000㎡ P168
　　　普通教室17室、特別支援教室１室、図書室、生活科室、
　　　特別活動室、校長室、職員室、保健室、配膳室、相談
　　　室、多目的ホールほか
　　２号棟校舎　鉄筋コンクリート造３階建て 1,453㎡
　　　家庭科室、音楽室、理科室、図工室、コンピュータ室、
　　　学童保育室ほか

　Ｈ24　校舎等解体撤去設計
　　　　校舎等解体撤去(Ｈ25年度債務負担行為)
　　　　校舎建築、校舎改修設計
　　　　仮設校舎設計
　　　　仮設校舎借料  (Ｈ24年度～Ｈ26年度債務負担行為)
　　　　建物事前調査

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 10,015 文 化 財 費
顕彰事業 　カモシカによる造林木に対する食害等防止のため、防護柵 P175～P176

　を設置する
　　防護柵　　　L=2,530ｍ H=1.8ｍ
　　設置場所　　龍神村（殿原・小又川・甲斐ノ川）

紀南文化会館の施 紀南文化会館空調用熱源設備改修 8,127 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) P184

　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

耕地災害復旧事業 過年度耕地災害復旧事業〔農業用施設〕 284,624 過年度耕地
　Ｈ23年台風12号災害に係る農業用施設の復旧を行う 災 害 復 旧

事 業 費
　箇 所 数　58件（田辺53件、龍神３件、大塔２件） P194
　負担割合  国98.9％、市1.1％

過年度耕地災害復旧事業〔農地〕 20,564 
　Ｈ23年台風12号災害に係る農地の復旧を行う

　箇 所 数　16件（田辺４件、龍神11件、本宮１件）
　負担割合　国95.3％、市4.23％、受益者0.47％

林業施設災害復旧 過年度林業施設災害復旧事業 587,777 過年度林業
事業 （奥地：国97.9％　その他：国93.5％、国77.8％） 施 設 災 害

　Ｈ23年６月の集中豪雨による災害 復旧事業費
　　林道２路線 P194
　Ｈ23年台風12号の豪雨による災害
　　林道31路線　44か所　
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

公共土木災害復旧 現年度公共土木災害復旧事業（地すべり災害） 490,518 現年度公共
事業   万呂３号線  L= 60ｍ　事業費　 91,852千円 土 木 災 害

　　横ボーリング工95ｍ、排水路工100ｍ、鋼管杭工27本 復旧事業費
　　ブロック積191㎡、土留工、アンカー工ほか P195

  三栖67号線  L=100ｍ　事業費　285,333千円 
　　横ボーリング工705ｍ、排水路工30ｍ、鋼管杭工47本
　　重力式擁壁工68ｍ、市道復旧工ほか

  長野三栖２号線  L= 30ｍ　事業費　113,333千円 
　　横ボーリング工145ｍ、排水路工60ｍ、重力式擁壁工30ｍ
　　落石防護柵工30ｍ、アンカー工ほか

過年度公共土木災害復旧事業 260,000 過年度公共
  三栖40号線（中の宮橋） 土 木 災 害
　　Ｈ23年度・Ｈ24年度　総事業費　 59,539千円 復旧事業費
　　　橋梁架設　L=37ｍ　W=3.5ｍ P195
　　　下部工　３基（補強２基、新設１基）、上部工

　　Ｈ24年度　上部工　　　　　　　　7,000千円

　地の谷川
　　Ｈ23年度・Ｈ24年度　総事業費　 171,007千円 
　　　河川復旧　L=851ｍ　W=5.0～5.9ｍ
　　　河床石張工、護岸ブロック積、土砂撤去

　　Ｈ24年度　復旧工事　L=459ｍ　93,000千円

　下向上切原線
　　Ｈ23年度・Ｈ24年度　総事業費　 334,258千円 
　　　道路復旧　L=100ｍ　W=5.0ｍ
　　　法面工（鋼製壁面材）H=20ｍ、排水工、舗装工

　　Ｈ24年度　法面工　H=８ｍ、道路復旧工　160,000千円

商工施設災害復旧 龍神村小家谷口公衆便所復旧事業 9,800 過年度商工
事業 　Ｈ23年台風12号災害で流失した公衆便所の復旧を行う 施 設 災 害

復旧事業費
　事 業 費　9,800千円 P195
　設置場所  龍神村小家地区
　事業内容　木造平屋建て　8.4㎡（大便器１、小便器１）

世界遺産熊野本宮館復旧事業 385,900 
　Ｈ23年台風12号災害で被害を受けた世界遺産熊野本宮館の
　復旧を行う

　事 業 費　385,900千円
　事業内容　本体復旧工事、電気設備工事、空調設備工事、
　　　　　　浸水対策工事、展示復旧工事ほか

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

簡易水道施設維持 簡易水道施設の防災機能の強化及び災害発生時の応急給水に 9,100 簡易水道事
事業（新規） 係る資機材等を整備する 業特別会計

　事業内容 P299
　　非常用発電機（可搬型）２基
　　車載型給水タンク　　　３基
　　給水車用ホース等資材　一式
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

簡易水道施設改良 簡易水道施設の防災機能を強化するための改良を行う 87,800 簡易水道事
事業（新規） 　事業内容 業特別会計

　　緊急遮断弁整備工　　　１基 P299
　　非常用電源設備      　３基

簡易水道施設整備 伏菟野地区簡易水道施設整備事業（新規） 10,023 簡易水道事
事業 　Ｈ24年度～Ｈ28年度　　全体事業費 462,000千円 業特別会計

　事業内容 P297
　　取水施設整備工　　　　一式
　　浄水施設整備工　　　　一式
　　送水管 　L=400ｍ φ100㎜
　　配水池　 60㎥、配水管　L=4,000ｍ φ50～100㎜
　　消火栓設置工　20基、ボーリング調査、測量設計

  Ｈ24年度  ボーリング調査、用地調査

川湯・請川簡易水道施設整備事業 184,023 簡易水道事
　Ｈ22年度～Ｈ25年度　　全体事業費 720,965千円 業特別会計
　事業内容 P299
　　取水施設整備工　　　　一式
　　浄水施設整備工　　　　一式
　　管路工　 L=6,047ｍ   φ30～150㎜
　　用地　 　5,160㎡　　　立木補償　 855本

  Ｈ24年度  管路工　　　　　　L=687ｍ φ50～150㎜
 　　 　　  取水施設整備工　　一式
 　　 　　  浄水施設整備工　　一式
 　　 　　  送水施設整備工　　一式
　　　      立木補償　        29本

農業集落排水施設 過年度農業集落排水施設災害復旧事業 16,503 農 業 集 落
災害復旧事業   上芳養地区農業集落排水施設 排 水 事 業

　　Ｈ23年度・Ｈ24年度　総事業費　 23,013千円 特 別 会 計
　　Ｈ24年度　真空管橋梁添架工　　　Ｌ=42ｍ φ200㎜ P312
　　　　　　　圧送管橋梁添架工　　　Ｌ=56ｍ φ100～125㎜
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