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

駐車場管制機器の 老朽化した市役所駐車場の２か所の管制機器を更新する 16,000 一般管理費
更新（新規） P59

市有地整備事業 市有地の法面保護 3,000 財産管理費
　新庄町田鶴の市有山林に落石防護柵を設置する P61
　　落石防護柵　L＝8m　　H＝1.5m　
　　擁壁工　　　L＝8m　　H＝2.5m

旧龍神村へき地保 昭和45年に龍神村へき地保健福祉館として建築された施設の 3,880 
健福祉館解体撤去 解体撤去

　　龍神村東969番地　　木造平屋建て 181㎡

市有林撫育事業 市有林の整備 35,162 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　　　　　　　　　  12,642千円 P62
　　龍神市有林(和田ノ谷) 　　　　間伐　9.00ha
　                         作業道開設  L=1,500ｍ
　　中辺路市有林(大畑) 　　　　　間伐  5.00ha
　　                       作業道開設  L=500ｍ
　　中辺路市有林(下皆) 　　　　  間伐　7.00ha
　　                       作業道開設  L=750ｍ
　②分収造林事業　　　　　　　　　　　　　　 2,296千円
　　大塔市有林(熊野)  　　 間伐 11.51ha、管理歩道整備
　③市有林の育成（市単独）
　　中辺路市有林（石船) 　 下刈　1.01ha　　　　188千円
　　大塔市有林(西大谷) 　　下刈　4.72ha　　　　672千円
　④市有林の主伐 
　　龍神市有林(ウベ谷)
 　 　主伐　9.70ha 　　　　　　　　　 　   　8,269千円
　　　分収林収益配分金　　　　　　　　　　　 3,206千円
　　　※地上権山のため、契約に基づき収益の25％の配分を
　　　　行う
　　中辺路市有林(正木)
  　　主伐　2.65ha                           7,070千円
　　　分収林収益配分金　　　　　　　　　　　　 819千円
　　　※地上権山のため、契約に基づき収益の30％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 P64
　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

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 21,600 市民生活費
事業 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 P66

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　44,600千円
　　更新基数　5,042基

　　Ｈ25年度　2,400基

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 32,000 市民生活費
改修等補助金 に補助を行う 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）
  放送設備等　　　対象経費の1/3以内
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

防災対策事業 津波避難誘導灯の整備 30,910 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 P67～P68
　難に備えるため、更に充足を図る

　　商用電源式蓄電池内蔵型ライト　　21基
　　太陽光発電式蓄電池内蔵型ライト　36基

津波避難路の整備 2,640 防災対策費
　東日本大震災の状況等を踏まえ、市が必要と判断した箇所 P68
　の整備を行う

　　上の山二丁目ほか１か所

防災行政無線屋外子局の整備 10,800 
　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

　　整備箇所　上秋津松本（新設）　  １基
              長野久保（新設）　　　１基
　　　　　　　上秋津露之元（移設）　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 1,000 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

模改造に対して補助を行う
　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
　　　　　　ての世帯構成員が特に所得の低いもの
　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　　100％

斎場整備事業 火葬炉の改修及び駐車場の拡張 5,450 斎 場 費
　老朽化による火葬炉１基の耐火レンガ積替整備を実施する P108
　とともに、斎場内の敷地を整備し駐車台数を増やす

　駐車台数　　12台　→　18台

浄化槽設置整備事 浄化槽設置に対して補助を行う（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

　Ｈ25年度　280基(一般浄化槽10基、環境配慮型270基)
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

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 9,500 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 P112
事業

　Ｈ23年度～Ｈ28年度  全体事業費 2,771,591千円
　　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

　Ｈ25年度　　生活環境影響調査、発注仕様書作成業務

広域廃棄物 終処 終処分場候補地の調査を実施することについて、地元地区 22,612 塵芥処理費
分場整備事業 から同意を得たことから、生活環境影響調査等の各種調査の P113

実施について、紀南環境整備公社に委託する

　Ｈ24年度～Ｈ29年度  全体事業費　　　 5,582,717千円
　　事業内容
      基本計画、基本設計、生活環境影響調査、地形・用地
      測量、地質調査、用地購入、物件補償、実施設計、整
　　　備工事

　Ｈ25年度　　基本計画、基本設計、生活環境影響調査、地
　　　　　　　形測量、地質調査

農業振興事業 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 10,000 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 P117
　を行う
　　補助基準　防除柵 800円/ｍ、サル用防除柵 2,500円/ｍ
      　　　　防鳥ネット 54,000円/10ａ
　　総事業費　20,000千円
　　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 6,400 
　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
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

県営事業負担金 ため池等整備事業 2,000 農 業 土 木
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ25年度　 総 務 費
　事業場所　中三栖地区　新池 P120
　事 業 費　99,800千円
　事業内容　提体拡張、斜樋、土砂吐、底樋、余水吐、
　　　　　　制波等改修工

　Ｈ25年度　下流水路改修工　L=130ｍ

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 24,361 農 業 施 設
整備事業費

P120

土地改良施設維持 県土地改良事業団体連合会拠出金 2,786 土 地 改 良
管理適正化事業 　皆代用排水路ほか ３か所分 施 設 維 持

管理適正化
事 業 費

P120

間伐事業 間伐実施事業費補助金 26,000 林業振興費
　持続可能な森林経営の推進に向け、森林の質的充実、水源 P121
　かん養機能等、公益的機能の一層の発揮を図るため、除伐
　事業、間伐事業及び更新伐事業を実施する者に対して経費
　の一部に補助を行う
　　除伐　　    　　106.79ha
　　間伐、更新伐  1,012.14ha

紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金 10,000 林業振興費
　水源林等奥地林などにおいて広葉樹等の侵入を促し、下層 P122
　植生が豊かな森林へと誘導し、洪水や渇水を緩和し、山地
　災害等に強い森林をつくるため、間伐事業を実施する者に
　対して経費の一部に補助を行う
　　間伐　　　　  416.66ha
　

造林事業 恵みのやまづくり事業 13,000 
　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
　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
　る経費の一部に補助を行う
　　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して補助を行う

　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

  Ｈ25年度　作業道開設L=22,460ｍ、法面保護1,000㎡

飲料水供給施設整 飲料水供給施設等整備事業費補助金 8,000 山村振興費
備事業 　飲料水供給施設（50人～100人未満） P123

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

林道舗装事業 市単独事業 75,000 林道舗装費
　大熊線、野中線 P124

林道新設改良事業 虎ヶ峰坂泰線開設事業 173,293 林 道 新 設
　Ｓ62年度～Ｈ28年度　全体事業費 2,948,740千円 改 良 費
　　  事業内容  L=20,200ｍ W=3.5～4.0ｍ P125

　Ｈ25年度  開設工  L=1,520ｍ W=3.5ｍ

小広和田川線改良事業 25,341 
　Ｈ23年度～Ｈ25年度　全体事業費 125,641千円
　　  事業内容  L=1,756ｍ W=4.0ｍ

　Ｈ25年度  改良工  L=240ｍ W=4.0ｍ
　　　　　　　　　  モルタル吹付 3,762㎡　

林道局部改良事業 市単独事業 3,990 林 道 局 部
　小広静川線 改 良 費

P125

漁港建設事業 芳養漁港護岸改良事業 25,000 漁港建設費
　越波による海水の浸入を防止するため、芳養漁港の護岸の P128
　かさ上げを行う
　　護岸かさ上工　　L=112ｍ　H=8.0ｍ→9.5m

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 P130
　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 本宮渡瀬温泉センターの改修設計 2,300 観 光 費
　温泉地の新しい姿となる日本型温泉クアオルト「温泉健康 P131
　保養地」としての取組を進め、健康づくりの拠点施設とし
　て活用するため、老朽化した施設の改修に係る設計を行う

　設計内容　本館及び屋外プール改修

道路舗装事業 市単独事業 39,241 道路舗装費
　長野三栖２号線ほか６線 P138

道路新設改良事業 小瀬小原線道路改良事業 70,700 道 路 新 設
  Ｈ17年度～Ｈ25年度  全体事業費　1,183,748千円 改 良 費
    事業内容  P138～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

　 Ｈ25年度  舗装工 L=1,780ｍほか

道中茶屋平線道路改良事業 11,100 
  Ｈ24年度～Ｈ26年度  全体事業費　82,000千円 
    事業内容
      道路工 L=403ｍ W=5.0ｍ（新設L=163ｍ、改良L=240ｍ）
      測量設計、用地購入2,300㎡、樹木補償ほか

　 Ｈ25年度　用地購入、樹木補償ほか
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

道路新設改良事業 明洋団地古町線（古尾工区）道路改良事業 40,420 道 路 新 設
  Ｈ24年度～Ｈ25年度  全体事業費　84,920千円 改 良 費
    事業内容 P138～P139
      道路工 L=72ｍ W=13.0ｍ
      測量設計、用地購入525㎡、物件補償ほか

　 Ｈ25年度　道路工 L=72ｍほか

その他市単独事業等 185,695 
　稲成町22号線ほか18線

道路局部改良事業 市単独事業 21,117 道 路 局 部
　鉛山１号線ほか４線 改 良 費

P139

橋梁新設改良事業 田辺大橋橋梁耐震事業 80,500 橋 梁 新 設
  Ｈ24年度～Ｈ29年度  全体事業費　418,100千円 改 良 費
　　橋脚補強工、落橋防止工　橋脚５基 P139～P140
　　長寿命化修繕工、測量・設計

　Ｈ25年度　橋脚補強工、落橋防止工１基、長寿命化修繕工

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

P141

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 19,000 河川管理費
化することで、津波等の被害軽減を図る P142

　事業期間　Ｈ24年度・Ｈ25年度
　事 業 費  23,300千円
　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

　Ｈ25年度　樋門改良工事

水路新設改良事業 尾の崎排水ポンプ整備事業 201,000 水 路 新 設
  Ｈ23年度～Ｈ26年度  全体事業費　802,765千円 改 良 費
　　ゲートポンプ６基　電気設備一式 P142～P143
　　測量・設計、用地購入200㎡、物件補償ほか

　Ｈ25年度　ポンプ整備工 ２基

河床整備事業 Ｈ23年台風12号災害により熊野川に堆積した土砂の除去を行 194,661 河 床 整 備
う 事 業 費

P143
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ26年度
　事業箇所　熊野川（本宮請川地区）等
　総事業費　559,148千円
　事 業 量  44万㎥
　　　　　（Ｈ24-15.3万㎥、Ｈ25-15万㎥、Ｈ26-13.7万㎥）

街路事業 県営事業負担金 66,666 街路事業費
　元町新庄線街路事業　400,000千円×1/6 P146
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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～Ｈ26年度  全体事業費 1,092,612千円 63,368 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

　Ｈ25年度　東橋谷水路
　　　　　　　水路工　L=200ｍ　W=2.0ｍ
　　　　　　　用地購入62㎡

建設残土処分場の整備（Ｈ25年度～Ｈ27年度債務負担行為） 270,430 
　Ｈ24年度～Ｈ27年度　全体事業費　745,927千円
　　事業内容
　　　処分地面積　45,056㎡
　    処分可能量　560,000㎥
　　　進入道路工　L=380ｍ　W=4.0ｍ
　　　調整池整備　3,400㎥
      測量設計、用地購入43,349㎡、物件・樹木補償ほか

　　Ｈ25年度　造成工　  391,050㎥　
              調整池工  3,400㎥
      　    　鋼管杭　　φ800、H=2.0～16.0ｍ、94本

都市下水路整備事 背戸川都市下水路調整池等整備事業 206,900 都 市
業 　Ｈ22年度～Ｈ26年度  全体事業費 861,900千円 下 水 路 費

　　事業内容 P148～P149
　　　調整池整備工　　3,600㎥
　　　水路工　　　　　L=460ｍ  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

　Ｈ25年度　調整池整備工　3,600㎥
　　　　　    擁壁工　　　　L=277ｍ　 H=2.5ｍ
　　　　　    フェンス設置　L=279ｍ　 H=1.8ｍ
　　　　　  道路拡幅　      L=97ｍ　　W=1.0～2.0ｍ
　　　　　  水路改良　    　L=16ｍ

三四六総合運動公 Ｈ27年に開催される第70回国民体育大会及び第15回全国障害 1,871,173 三四六総合
園整備事業 者スポーツ大会の競技会場として、また、紀南地方のスポー 運 動 公 園

ツ振興の拠点として、三四六総合運動公園を整備する 整備事業費
P149～P150

　Ｈ22年度～Ｈ27年度  全体事業費 9,076,857千円
　　事業内容
　　　施設整備
　　　　体育館・管理宿泊棟、陸上競技場、硬式野球場、
　　　　雨天練習場、テニスコートほか
　　　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　129,349㎡
　　　物件補償、公図訂正、地質調査、設計等

　Ｈ25年度　　基盤整備工事　　120,000㎡
　　　　　　　　(Ｈ24年度・Ｈ25年度債務負担行為)
　　　　　　　体育館・管理宿泊棟建築工事
　　　　　　　　地下１階・地上２階建て 延床面積7,940㎡
　　　　　　　　(Ｈ24年度・Ｈ25年度債務負担行為)
　　　　　　　陸上競技場整備工事　
　　　　　　　　競技場整備18,440㎡ほか
　　　　　　　　(Ｈ25年度・Ｈ26年度債務負担行為)

( 次 貢 へ ）
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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 　　　　　　　硬式野球場整備工事 三四六総合
園整備事業 　　　　　　　　地下１階・地上２階建て 延床面積992㎡ 運 動 公 園
( 前 貢 か ら ） 　　　　　　　　グラウンド整備13,000㎡ほか 整備事業費

　　　　　　　　(Ｈ25年度・Ｈ26年度債務負担行為) P149～P150
　　　　　　　雨天練習場建築工事　　延床面積1,992㎡
　　　　　　　　(Ｈ25年度・Ｈ26年度債務負担行為)
　　　　　　　上水道工事　　φ150～300mm　L=833mほか
　　　　　　　工事施工監理、測量設計ほか

目良公園整備事業 Ｈ27年に開催される第70回国民体育大会の会場として、また、 79,350 目 良 公 園
紀南地方のスポーツ振興の拠点として、目良公園を整備する 整備事業費

P150
　Ｈ23年度～Ｈ27年度  全体事業費 649,685千円
　　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、駐車場
      基本計画、基本設計及び実施設計

　Ｈ25年度　多目的広場・駐車場整備工事　舗装工7,140㎡
　　　　　　近的・遠的弓道場用備品購入ほか

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 171,163 公 営 住 宅
建 設 費

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ26年度 P152
　事 業 費  667,111千円
　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

　Ｈ25年度　造成工事
　　　　　　建築工事 (Ｈ25年度・Ｈ26年度債務負担行為)

消防救急デジタル 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 2,642 常備消防費
無線整備事業 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 P155

協議会を設置し消防救急デジタル無線網を整備する

　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
　総事業費　885,350千円（田辺市消防本部の総事業費）

　Ｈ25年度　和歌山県消防救急デジタル無線整備推進協議会
　　　　　　負担金（人件費等）
　　　　　　基地局整備事業：共同整備分
　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担行為）

常備消防施設整備 消防用車両購入 56,000 
事業 　水槽付消防ポンプ自動車(中辺路大塔消防署）

　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　１台　32,000千円
　高規格救急自動車(田辺消防署北分署） １台　24,000千円

消防用ホース乾燥柱の設置 1,200 
　中辺路大塔消防署中辺路出張所に、消防用ホースの乾燥柱
　を設置する
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

消防団施設整備事 消防用車両購入 33,600 消 防 団 費
業 　小型動力ポンプ付水槽車（栗栖川分団）　１台16,000千円 P158

　消防ポンプ自動車（第二分団）　　　　　１台14,000千円
　軽四ポンプ積載車（鮎川分団、高津分団）２台 3,600千円

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 122,500 消 防 庁 舎
防庁舎を建設する 建設事業費

P159
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ27年度
　総事業費　1,604,749千円
　事業内容　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　2,438㎡
　　　　　　　免震構造
              情報処理室、防災放送室を含む
　　　　　　備蓄倉庫　鉄骨造平屋建て　150㎡
　　　　　　街区訓練施設　鉄骨造３棟（可動式）
　　　　　　雨水地下貯水槽 60ｔ 自家給油施設 10kℓ

　　Ｈ25年度　建築設計、敷地造成工事

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 206,890 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　60,890千円 業 費
　　耐震改修工事 中辺路小学校校舎・体育館 P167

中学校施設
　中学校施設耐震改修事業　 146,000千円 耐震改修事
　　補強設計 　　高雄中学校校舎南棟 業 費
　　耐震改修工事 高雄中学校校舎管理棟 P170

田辺第二小学校建 Ｈ22年度～Ｈ27年度　全体事業費 1,597,583千円 773,961 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、生活科室、校長室、職員室、生徒会室、保健室、
　　　多目的ホールほか

　Ｈ25　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)
　　　　校舎等解体撤去(Ｈ25年度・Ｈ26年度債務負担行為)
　　　　学校用備品購入

会津小学校建築事 Ｈ24年度～Ｈ27年度　全体事業費 1,548,915千円 323,410 会津小学校
業 　事業内容 建 築 費

　　校舎　鉄筋コンクリート造３階建て 4,154㎡ P168
　　　普通教室18室、特別支援教室２室、図書室、生活科室、
　　　校長室、職員室、事務室、保健室、コンピュータ室、
　　　配膳室、多目的ホール２室ほか
　　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、用務員室、
　　　学童保育室ほか

　Ｈ25　校舎等解体撤去
　　　　校舎建築工事  (Ｈ25年度・Ｈ26年度債務負担行為)
　　　　仮設校舎借料  (Ｈ24年度～Ｈ26年度債務負担行為)
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

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 10,642 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

　を設置する
　　防護柵　　　L=3,000ｍ H=1.8ｍ
　　設置場所　　龍神村（小又川・宮代・殿原）

指定文化財の保存及び顕彰事業補助金 1,840 
  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

　Ｈ25年度　熊野本宮大社鈴門及び瑞垣保存整備補助

紀南文化会館の施 紀南文化会館エレベーター改修（新規） 16,000 文化振興費
設整備 　紀南文化会館のエレベーター機器について、老朽化が進ん P183

　でおり、部品も製造中止となっていることから、機器類の
　更新を行う

林業施設災害復旧 過年度林業施設災害復旧事業 45,887 過年度林業
事業 　Ｈ23年７月の台風6号による災害（奥地：国92.8％） 施 設 災 害

　　林道１路線　１か所 復旧事業費
　Ｈ23年９月の台風12号による災害（奥地：国97.9％） P194
　　林道１路線　２か所　

公共土木災害復旧 過年度公共土木災害復旧事業 799,311 過年度公共
事業   熊野川線  L=250ｍ　事業費　 66,500千円 土 木 災 害

　　土砂等撤去工6,500㎥、ブロック積349㎡、水路工L=97ｍ 復旧事業費
　　舗装工534㎡、ガードレール工L=97ｍ P194

  熊野川線（百間谷橋）  L= 13ｍ　事業費　65,000千円 
　　橋台工２基、橋桁工、杭基礎工６本
　　護岸ブロック積

  法性寺線（熊野川橋）  L= 22ｍ　事業費　46,900千円 
　　橋台工１基、橋桁工、護岸ブロック積

  下向上切原線（その１） L=159ｍ　事業費　92,379千円
　　法面工3,200㎡、ブロック積1,068㎡、水路工L=291ｍ
　　舗装工814㎡

  伏拝奥番線（その２） L= 96ｍ　事業費　25,000千円
　　ブロック積232㎡、ガードレール工L=75ｍ

  伏拝奥番線（その３） L=227ｍ　事業費　180,000千円
　　ブロック積1,577㎡、ガードレール工L=227ｍ
　　舗装工952㎡

　福定近露線外１線
　　Ｈ24年度～Ｈ26年度　総事業費　 354,000千円 
　　　鋼管杭工39本、集水ボーリング工27本
　　　巻立コンクリート工184㎥、法面吹付工4,190㎡
　　　舗装工502㎡

( 次 貢 へ ）
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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 　　Ｈ25年度　鋼管杭工23本、巻立コンクリート工184㎥ 過年度公共
事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費　110,000千円 土 木 災 害
( 前 貢 か ら ）               (Ｈ24年度～Ｈ26年度債務負担行為) 復旧事業費

P194
　加財兵生線
　　Ｈ25年度・Ｈ26年度　総事業費　 301,127千円 
　　　アンカー工201本、擁壁工16㎥、法面吹付工3,901㎡
　　　舗装工21㎡ほか

　　Ｈ25年度　アンカー工142本ほか　　事業費　201,127千円
              (Ｈ25年度・Ｈ26年度債務負担行為)

　地すべり災害復旧工事に伴う電柱移転補償
　　三栖67号線、長野三栖２号線（その３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業費　7,000千円

　災害復旧工事に伴い寄付を受ける土地の分筆・登記
　　稲成町52号線ほか17箇所　　　　　　 事業費　5,405千円

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

簡易水道施設整備 川湯・請川簡易水道施設整備事業 261,178 簡易水道事
事業 　Ｈ22年度～Ｈ25年度　　全体事業費 698,090千円 業特別会計

　事業内容 P283
　　取水施設整備工　　　　一式
　　浄水施設整備工　　　　一式
　　管路工　 L=6,999ｍ   φ30～150㎜
　　用地　 　5,167㎡　　　立木補償　 856本

  Ｈ25年度  管路工　　　　　　L=798ｍ φ30～75㎜
 　　 　　  取水ポンプ設置　　　　２基
 　　 　　  浄水場電気計装設備　　一式
 　　 　　  浄水棟築造RC造　　　　82㎡
 　　 　　  送水ポンプ設備　　　　一式

伏菟野地区簡易水道施設整備事業 40,000 
　Ｈ24年度～Ｈ28年度　　全体事業費 453,180千円
　事業内容
　　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　　　  90㎥、配水管　L=4,000ｍ φ50～100㎜
　　消火栓設置工　10基、ボーリング調査、測量設計

  Ｈ25年度  測量設計
　　　　　　配水管布設工　　L=300ｍ  φ100mm
　　　　　　消火栓設置工　　３基

漁業集落排水施設 国道42号田辺西バイパス工事に伴う松原井原地区管路施設の 13,900 漁 業 集 落
移設事業 支障移転工事 排 水 事 業

　Ｈ25年度・Ｈ26年度　全体事業費　16,900千円 特 別 会 計
　事業内容　　　　　　 P320～P321
　　測量設計
　　排水管移設工 L=600ｍ φ75㎜

　Ｈ25年度　測量設計
　　　　　　排水管移設工　　L=415ｍ  φ75㎜

駐車場維持管理事 扇ヶ浜海岸駐車場管制機器の更新 12,000 駐車場事業
業 　開設後10年が経過し、駐車場管制機器の老朽化が進んでき 特 別 会 計

　ているため、更新を行う P368
　　全自動料金精算機　　　２台
　　駐車券発券機　　　　　１台
　　バス検知器　　　　　　１台
　　その他駐車場設備　　　一式
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