
（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 24,489 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　　　　　　　　　  11,049千円 P64
　　龍神市有林(和田ノ谷) 　　　　間伐 5.00ha
　                         作業道開設 L=1,000ｍ
　　龍神市有林(玉谷) 　　　    　間伐 10.96ha
　　龍神市有林(神ノ平) 　　　    間伐 17.70ha
　　龍神市有林(折川) 　　　      間伐 15.77ha
　　龍神市有林(栃谷) 　　　      間伐 9.99ha
　　龍神市有林(ウベ谷) 　　　    植栽 4.70ha
　　中辺路市有林(下皆) 　　　　　間伐 7.00ha
　　                       作業道開設 L=750ｍ
　　中辺路市有林(岩崎) 　　　　　除伐 2.64ha
　　中辺路市有林(石船) 　　　　　除伐 1.01ha
　　大塔市有林(西大谷) 　　　　　下刈 4.72ha
　②分収造林事業　　　　　　　　　　　　　　 4,166千円
　　大塔市有林(熊野)  　　 間伐 6.64ha、管理歩道整備
　③市有林の育成（市単独）
　　中辺路市有林（風呂谷)  除伐 4.03ha　 　　　562千円
　④市有林の主伐 
　　龍神市有林(ウベ谷)
 　 　主伐　4.30ha 　　　　　　　　　 　   　8,100千円
　　　分収林収益配分金　　　　　　　　　　　   612千円
　　　※地上権山のため、契約に基づき収益の25％の配分を
　　　　行う

情報システム機器 Ｈ27年度に建設される免震対策を施された新消防庁舎に情報 700 電子計算費
保全事業（新規） システム機器を移設するとともに、本庁舎と新消防庁舎との P66

間に回線を新増設し、障害発生時にも庁内ネットワークを維
持するための再整備を行う

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ27年度
　総事業費　51,992千円

　Ｈ26年度　設計委託

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 P67
　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 28,000 市民生活費
改修等補助金 に補助を行う P69
（拡充）   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）
  LED照明設備改修 　対象経費の1/3以内
  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

防災対策事業 津波避難誘導灯の整備 1,800 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、更に充足を図る

　　芳養地区　５か所
　　新庄地区　１か所
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

防災対策事業 防災行政無線制御機器等の移設（新規） 10,000 防災対策費
　市役所本庁舎に設置している防災行政無線の制御機器等を P70
　新消防庁舎へ移設し、災害時における市民等への情報伝達
　手段を確保する

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ27年度
　総事業費　48,200千円
　事業内容　詳細設計、機器等移設、屋外受信子局の調整

　Ｈ26年度　詳細設計

防災行政無線屋外子局の整備 11,200 
　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　三四六総合運動公園（新設）２基
　　　　　　　鮎川小川地内（移設）　　　１基

防災行政無線屋外子局設備等の移設（新規） 4,000 防災対策費
　Ｈ23年台風12号災害により浸水した本宮地域の屋外子局の P69
　設備等を移設し、水害時の情報伝達手段を確保する

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 P70
　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）

ブロック塀等耐震対策事業費補助金（新規） 2,000 
　地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の軽減
　や避難路の寸断を防ぐため、ブロック塀等の撤去及び生垣
　又はフェンス等への改善に対し補助を行う

　　補助金額
　　　事業費の1/2以内（上限100千円）
　　対象事業費
　　　撤去事業　実費又は延長に8,900円/ｍを乗じた額のい
　　　　　　　　ずれか少ない金額
　　　改善事業　実費又は延長に15,000円/ｍを乗じた額の
　　　　　　　　いずれか少ない金額

木造住宅耐震改修工事費補助金 28,750 
　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550千円限度の加算（国100％）

行政局の空調設備 老朽化した行政局の空調設備の更新を行う 72,580 行 政 局 費
整備事業 　大塔行政局 P73

　　ビル用マルチ室外機12台、室内機38台
　本宮行政局
　　ビル用マルチ室外機８台、室内機37台

市民総合センター 老朽化した市民総合センターの空調設備の更新を行う 80,610 市 民 総 合
空調設備整備事業 　ビル用マルチ室外機26台、室内機129台 セ ン タ ー

管 理 費
駐車場管制機器の 老朽化した市民総合センターの駐車場管制機器を更新する 5,500 P95
更新 　料金精算機１台、駐車券発行機１台、カーゲート２台ほか
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

障害者福祉施設整 助成要綱に基づき、障害者作業施設の整備に対し補助を行う 7,158 障 害 者
備事業（新規） 　①事業主体　　社会福祉法人大塔あすなろ会 福 祉 費

　　建設場所　　田辺市鮎川 P92
　　建物面積　　木造平屋建て　269㎡
　　施設概要　　居室、事務室、宿直室、浴室、トイレ、
　　　　　　　　食堂ほか
　　総事業費　　68,000千円
　　定　　員　　７人

　②事業主体　　社会福祉法人やおき福祉会
　　建設場所　　龍神村柳瀬
　　建物面積　　木造平屋建て　150㎡
　　施設概要　　作業室、事務所、食堂、シャワー室ほか
　　総事業費　　39,510千円(補助対象31,920千円)
　　定　　員　　20人

児童福祉対策事業 会津学童保育所の整備（新規） 9,600 児童福祉費
　会津小学校内に会津学童保育所を整備する P100

　　整備内容　保育室２室（延床面積 160㎡）、倉庫

児童福祉施設整備 待機児童の早期解消など、高まる保育需要に対応するため、 108,715 
事業（新規） 保育所の整備に対して補助を行う

　事業主体　学校法人立正学園
　建設場所　東陽618-２
　建物面積　木造２階建て　648㎡
　施設概要　保育室２室、遊戯室、調理室、職員室ほか
　総事業費　211,140千円（補助対象185,158千円）
　定　　員　50人
　特別保育　０歳児保育
　開　　所　Ｈ27年４月１日（予定）

保育所建築事業 まろみ保育所建築事業 67,000 保 育 所
　耐震強度が不足し老朽化したまろみ保育所の移転整備を行 建 築 費
　う P104

　事業期間　Ｈ25年度～Ｈ28年度
　総事業費　658,341千円
　事業内容　造成工　造成面積　4,116㎡
　　　　　　　　　　道路工 L=210ｍ W=5.5～7.0ｍ
　　　　　　        水路工 L=566ｍ W=0.3～0.6ｍ
　　　　　　木造平屋建て 延床面積 1,000㎡程度
            用地購入 6,919㎡、物件補償、樹木補償ほか
　建設場所　中万呂善福寺平526-1
　開　　所　Ｈ29年４月１日（予定）

　Ｈ26年度　造成工（Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担）

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 800 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 P106

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

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） 120,639 環境衛生費
業費補助金 P115

　補助額　５人槽        332千円
          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

　Ｈ26年度　290基(一般浄化槽５基、環境配慮型285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 576,500 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 P117～P118
事業

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ28年度
　総事業費　3,120,091千円
　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、施工監理
　Ｈ26年度　基幹的設備改良工事
　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ28年度債務負担)）
　　　　　　施工監理
　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ28年度債務負担)）

紀南環境衛生施設 紀南環境衛生施設組合の運営するし尿処理施設の老朽化に伴 21,188 塵芥処理費
事務組合負担金 い、処理施設の建設を行う P119
（新規） 　

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度
　総事業費　3,390,000千円
　　　　　　　うち田辺市負担　　211,881千円
  事業内容　処理能力　　　　　98kl/日
　　　　　　し尿貯留槽　　　　５日分以上
　　　　　　浄化槽汚泥貯留槽　５日分以上
　Ｈ26年度　実施設計、建設工事

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 P122
　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
　　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 3,200 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 P123
　の整備に対して補助を行う

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ26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
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

農業振興事業 野菜・花き等生産支援事業費補助金（拡充） 4,800 農業振興費
　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 P123
　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～Ｈ26年度
　対 象 者　本市に住所を有する農業者
　補助対象　ビニールハウス及び鉄骨ハウスの設置
　　　　　　省エネ設備の導入
　補 助 率　1/3（省エネ設備の導入は1/6）
　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
　　省エネ設備　　　　　　　　上限3,000千円

強い農業づくり交 ＪＡ紀南みかん選果システムの更新（新規） 28,350 
付金事業 　ＪＡ紀南総合選果場のみかん選果システムの更新に対する

　補助を行い、品質に関する産地の信頼性及び販売単価の向
　上を図る

　　事業主体　ＪＡ紀南
　　整備場所　下三栖（ＪＡ紀南総合選果場）
　　総事業費　702,000千円（補助対象650,000千円）
　　負担割合　国50％、田辺市･上富田町5％、事業主体45％
　　事業内容　外観計測カメラ及び内部品質センサーの更新
　　　　　　　腐敗及び生傷果検出機能の追加

完全人工光型養液栽培施設の整備（新規） 367,500 
　農業生産法人が実施する完全人工光型養液栽培施設の整備
　に対する補助を行い、農業の振興を図る

　　事業主体　農業生産法人 株式会社濱田農園
　　整備場所　上芳養
　　総事業費　793,800千円（補助対象735,000千円）
　　負担割合　国50％、事業主体50％
　　事業内容　鉄骨平屋建て 1,600㎡
　　　　　　　リーフレタス類の完全人工光型養液栽培施設
　　　　　　　装備一式

柑橘振興事業 柑橘等総合支援事業費補助金 5,000 
　柑橘等の施設栽培を促進し、高品質化と農業所得の向上を
　図る

　事業期間　Ｈ25年度～Ｈ27年度
　対 象 者  本市に住所を有する農業者
　補助対象　①柑橘及びすももを栽培するためのビニールハ
　　　　　　　ウス
　　　　　　　補助対象事業費　１ａ当たり 上限600千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下限300千円
　　　　　　②ビニールハウスと合わせて整備する小規模排
　　　　　　　水管路
　　　　　　　補助対象事業費 100ｍ当たり 上限300千円
　補 助 率　1/3

畜産振興事業 畜産経営環境整備事業費補助金（新規） 3,888 
　畜産経営における環境汚染防止及び家畜ふん尿の適切な処
　理並びに耕種農家との連携による堆きゅう肥の利用を推進
　するため、畜産施設等の整備に対して補助を行う

(次ページへ）
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

畜産振興事業 　整備場所　伏菟野 農業振興費
(前ページから） 　事 業 費  7,776千円 P123

　負担割合　市1/4、県1/4、事業主体1/2
　事業内容　牛ふん乾燥機の導入及び建屋建築

南紀用水事業 国営南紀用水施設管理費負担金 3,585 南 紀 用 水
　ファームポンドに緊急遮断弁を整備する事業に対する負担 事 業 費
　金 P123

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度
　総事業費　234,200千円
　負担割合　国55％、県25％、田辺市･みなべ町･改良区20％
　事業内容　ファームポンド10基への緊急遮断弁の整備

　Ｈ26年度　２基

県営事業負担金 ため池等整備事業 2,532 農 業 土 木
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ26年度　 総 務 費
　事業場所　中三栖　新池 P125
　総事業費　119,120千円
　事業内容　堤体拡張、斜樋、土砂吐、底樋、余水吐、
　　　　　　制波等改修工

　Ｈ26年度　張ブロック工、舗装工、排水路工
　　　　　　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 23,872 農 業 施 設
整備事業費
P125

土地改良施設維持 稲成町　皆代用排水路の整備　   15,251千円 20,692 土 地 改 良
管理適正化事業 　　　　水路工 L=211ｍ W=1.0ｍ 施 設 維 持

　　　　（Ｈ26年度～Ｈ27年度） 管理適正化
芳養町　大屋谷池の整備　　　 　 2,121千円 事 業 費
　　　　余水吐 L=10ｍ W=2.0ｍ、サイフォン２本(φ100㎜) P125
　　　　（Ｈ26年度）

県土地改良事業団体連合会拠出金　3,320千円
　皆代用排水路ほか ４か所分

森林保全事業 世界遺産の森林を守ろう基金事業 4,800 林業振興費
　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 P126
　ァゾーンの間伐、林内整理等を行う
　　事業期間　Ｈ25～Ｈ27年度
　　整備区間　中辺路町　滝尻王子～近露王子
　　整備面積　54ha
　　Ｈ26年度　高原熊野神社～十丈王子　18ha

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 P127
　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　　    　137.95ha
　　間伐、更新伐　971.24ha
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

間伐事業 紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金 1,000 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 P127
　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　　　　  37.33ha

　
造林事業 恵みのやまづくり事業 12,000 

　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
　

森林環境保全事業 よみがえりの森づくり事業 4,000 
　スギ及びヒノキの植栽地において、森林の健全な成長及び
　林地保全のため、尾根筋等の上部約３割（天空三分）の広
　葉樹植栽に対して助成する
　　事業主体　森林組合、林業事業体
 　 対象経費　植栽費用、鳥獣害防止施設設置費用の国庫補
　　　　　　　助基準額
　　補 助 率　再造林   20％
　　　　　　　林間植栽 16％
　　対象面積　再造林   0.1ha～10ha
　　          林間植栽 0.1ha～５ha
　　補助要件　鳥獣害防止施設を設置すること

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
  Ｈ26年度　作業道開設 L=9,500ｍ

山村振興事業 山村地域力再生事業 25,756 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 P128
　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
　　Ｈ26年度
　　　①紀州備長炭炭窯の整備　　　　　　　　　 400千円
　　　　事業内容　炭窯修繕１基
　　　　事業主体　田辺市木炭生産組合
　　　　事業箇所　秋津川
　　　　総事業費　616千円
　　　②紀州備長炭炭窯の整備　　　 　　　　  　800千円
　　　　事業内容　炭窯修繕２基
　　　　事業主体　ＪＡ紀南木炭部会
　　　　事業箇所　中辺路町小皆、内井川
　　　　総事業費　1,350千円
　　　③紀州備長炭炭窯の整備　　　　　　   　2,666千円
　　　　事業内容　炭窯新築２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　4,200千円
　　　④原木運搬モノレールの整備　　　　　　 1,108千円
　　　　事業内容　モノレール一式
　　　　事業主体　田辺市木炭生産組合
　　　　事業箇所　秋津川
　　　　総事業費　1,662千円

(次ページへ）
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

山村振興事業 　    ⑤しいたけ菌床製造基材の整備　　　　　 6,666千円 山村振興費
(前ページから） 　　　　事業内容　全自動袋詰め機ライン一式 P128

　　　　　　　　　自動接種ライン一式
　　　　事業主体　(株)龍神マッシュ
　　　　事業箇所　龍神村甲斐ノ川
　　　　総事業費　10,940千円
　　　⑥梅漬け込みタンクの整備　　　　　　　 6,616千円
　　　　事業内容　タンク11台、基礎等防水工事一式
　　    事業主体　(有)龍神自然食品センター
　　    事業箇所　龍神村西
　　    総事業費　9,925千円
　　　⑦簡易水道給水管布設　　　　　　 　　　7,500千円
　　　　事業内容　簡易水道個人給水管布設
　　　　事業主体　伏菟野水道組合
　　　　事業箇所　伏菟野
　　　　総事業費　11,139千円

　　負担割合
　　　簡易水道施設の整備　県1/2、市1/4、受益者1/4
　　　上記以外　　　　　　県1/3、市1/3、受益者1/3

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 
備事業 　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

残土処理場整備事 小又川丹生ノ川線残土処理場整備事業 5,000 林道維持費
業 　　事業期間　　Ｈ26年度～Ｈ27年度 P130

　　総事業費　　10,000千円
　　事業内容　　土工6,000㎥、法面保護工（種子吹付・木柵
　　　　　　　　工・木筋工）3,580㎡、排水施設工L=130ｍ

林道舗装事業 市単独事業 39,000 林道舗装費
　野中線ほか３線 P130

政城線舗装事業（新規） 107,200 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ29年度
　総事業費　343,500千円
　事業内容　L=12,992ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ26年度　舗装工　L=3,700ｍ W=3.5ｍ
　　　　　　測量・調査・設計ほか
 

林道新設改良事業 虎ヶ峰坂泰線開設事業 131,819 林 道 新 設
　事業期間　Ｓ62年度～Ｈ28年度 改 良 費
　総事業費　2,948,795千円 P130～P131
　事業内容　L=20,200ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ26年度　開設工  L=1,181ｍ W=3.5ｍ

川合湯ノ又線改良事業（新規） 60,351 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ29年度
　総事業費　270,000千円
　事業内容　L=3,629ｍ W=4.0ｍ
　Ｈ26年度　モルタル吹付 8,696㎡

政城線改良事業（新規） 66,971 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度
　総事業費　154,590千円
　事業内容　L=1,715ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ26年度　モルタル吹付 9,438㎡

大熊線改良事業（新規） 21,191 
　Ｈ26年度　モルタル吹付 2,985㎡
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

林道局部改良事業 市単独事業 3,000 林 道 局 部
　大津荷線 改 良 費

P131

海岸環境整備事業 内之浦海岸環境整備事業 13,970 海 岸 環 境
（新規） 　海岸浸食・法面崩落防止など波浪から海岸を保護するとと 整備事業費

　もに、土砂流出による漁場環境悪化防止のため、防潮壁工 P134
　を実施する
　　事業内容　　防潮壁工　L=72m  H=2.3～3.0m
　　　　　　　　境界確認測量、磁気探査

商工活性化事業 田辺市商工業活性化支援事業費補助金（新規） 4,500 商工振興費
　各地域における商工業の振興と活性化を図ることを目的と P136
　した新規に実施する施設整備事業、活性化事業に対し補助
　を行う
　　施設整備事業(ハード)
　　補助率　1/2
　　限度額　4,500千円

観光施設整備事業 公衆便所整備事業 54,300 観 光 費
　全国からの来訪者への「おもてなし力」を高めるため、公 P137～P138
　衆便所の整備に取り組む

　整備内容　
　　田辺梅林公衆便所　鉄筋コンクリート造　16㎡
　　　大便器２基、小便器１基、多目的便所一式ほか
　　古道ヶ丘便所　　　鉄筋コンクリート造　20㎡
　　　大便器３基、小便器２基、多目的便所一式ほか
　　三軒茶屋公衆便所　木造　９㎡
　　　大便器２基（自己処理式）

道路舗装事業 市単独事業 67,492 道路舗装費
　和田谷熊瀬川線ほか９線 P144

道路新設改良事業 道中茶屋平線道路改良事業 61,350 道 路 新 設
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ28年度 改 良 費
　総事業費　154,434千円 P144～P145
　事業内容　道路工 L=403ｍ W=5.0ｍ
　　　　　　（新設 L=250ｍ、改良 L=153ｍ）
　　　　　　測量設計、用地購入3,172㎡、物件・樹木補償
　　　　　　ほか　
　Ｈ26年度　道路工　L=160ｍ、物件移転補償

トンネル点検事業 13,100 
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ26年度
　総事業費　20,257千円
　事業内容　点検13か所　L=2,449ｍ
　Ｈ26年度　点検７か所　L=2,171ｍ

その他市単独事業等 235,982 
　長野８･９号線ほか43線

道路局部改良事業 市単独事業 31,137 道 路 局 部
　明洋43号線ほか８線 改 良 費

P145

橋梁新設改良事業 田辺大橋橋梁耐震事業 28,600 橋 梁 新 設
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ29年度 改 良 費
　総事業費　323,888千円 P146
　事業内容　橋脚補強工５基、橋桁塗装工一式、測量・設計
　Ｈ26年度　橋脚補強工１基
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

橋梁新設改良事業 千津ケ谷橋・明洋団地４号橋橋梁改修事業（新規） 23,800 橋 梁 新 設
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度 改 良 費
　総事業費　60,800千円 　 P146
　事業内容　橋梁改修工
            　千津ケ谷橋　　　L=13ｍ　W=9.6ｍ
　　　　　　　明洋団地４号橋　L=11ｍ　W=6.0ｍ
　　　　　　橋梁点検、測量・設計
　Ｈ26年度　橋梁点検、測量・設計

建設残土処理施設 本宮建設残土処理施設整備事業 9,500 建 設 残 土
整備事業 　施設概要　 処理施設費

　　　施設所在地　　本宮町本宮（赤井谷川上流） P146
　　　処理用地面積　6.4ha
　　　処理可能量　　871,616㎥

　事業内容　残土受入地処理工  32,000㎥　
　　　　　　盛土法面整形工　　 6,300㎡

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 18,500 交 通 安 全
施設事業費
P147

カーブミラー設置に係る原材料支給（新規） 1,200 
　私道から市道等へ至る見通しの悪い交差点の安全確保のた
　め、町内会等が行うカーブミラーの設置に対し、カーブミ
　ラーを支給する
　　支給要件　公衆用道路として登記されている２戸以上が
　　　　　　　利用する私道
　　　　　　　設置に係る諸手続及び費用は町内会等の負担

歩道新設事業 明洋団地古町線（青葉台工区）歩道整備事業（新規） 5,000 歩 道 新 設
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ27年度 事 業 費
　総事業費　60,000千円 P147
　事業内容　歩道新設  L=600ｍ  W=2.0ｍ
　　　　　　（現況道路幅員 W=6.0ｍ）
　　　　　　測量・設計、用地購入30㎡
　　　　　　保安林解除業務ほか
　Ｈ26年度　測量・設計、保安林解除業務

水路新設改良事業 尾の崎排水ポンプ整備事業 81,200 水 路 新 設
　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ27年度  改 良 費
　総事業費　802,765千円 P149
　事業内容　ゲートポンプ６基　電気設備一式
　　　　　　測量・設計、用地購入200㎡、物件補償ほか
　Ｈ26年度　自家発電機設備一式

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 192,390 河 床 整 備
う 事 業 費
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ26年度 P149
　事業箇所　熊野川（本宮請川地区）等
　総事業費　562,406千円
　事 業 量　43.9万㎥
　Ｈ26年度　14万㎥

街路事業 県営事業負担金 38,333 街路事業費
　元町新庄線街路事業　230,000千円×1/6 P152
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

街路事業 外環状線（文里地区） 24,000 街路事業費
　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ30年度 P152
　総事業費　794,599千円
　事業内容　道路 L=500ｍ W=14.0ｍ
　　　　　　うち県営文里湾海岸高潮対策整備事業との併用
　　　　　　部分 L=284ｍ W=10.5ｍ
　　　　　　用地 1,510㎡、物件補償３件
　Ｈ26年度　補償物件に係る移転設計等

公園施設整備事業 芳養公園便所整備事業（新規） 16,500 公園管理費
　芳養公園内の汲み取り式トイレを、水洗・多目的トイレと P152～P153
　して新設する

　事業内容　鉄筋コンクリート造　13㎡
　　　　　　大便器２基、小便器１基、多目的便所一式ほか

高速道路整備関連 高速道路整備関連路線等の整備 82,685 高 速 道 路
事業 　事業期間　Ｈ11年度～Ｈ26年度 整 備 関 連

　総事業費　1,086,773千円　 事 業 費
　事業内容　中芳養～新庄町　 P153～P154
　　　　　　　工事用道路、機能回復道路、流末水路、公図
　　　　　　　訂正
　Ｈ26年度　東橋谷水路
　　　　　　　水路工　L=340ｍ　W=1.5～1.9ｍ

建設残土処分場の整備 110,429 
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ27年度
　総事業費　780,479千円
　事業内容　処分地面積　45,056㎡
　　　　　　処分可能量　670,000㎥
　　　　　　進入道路工　L=1,325ｍ　W=4.0ｍ
　　　　　　調整池整備　3,820㎥
　　　　　　測量設計、用地購入43,349㎡、物件・樹木補償
　　　　　　ほか
　Ｈ26年度　整地工　  247,300㎥　
            調整池工  一式
　　　　　　排水工　  Ｌ=1,984ｍ
      　    法面工　　9,780㎡

都市下水路整備事 背戸川都市下水路調整池等整備事業 290,834 都 市
業 　事業期間　Ｈ22年度～Ｈ26年度 下 水 路 費

　総事業費　881,493千円 P155
　事業内容　調整池整備工 3,600㎥
　　　　　　水路工 L=460ｍ  φ900～1,000mm
　　　　　　用地購入 6,362㎡
　　　　　　水道配水管移設、工事損害調査２件
　Ｈ26年度　導入水路工　L=310ｍ φ1,000mm
　　　　　　水道配水管移設、工事損害調査２件

背戸川都市下水路整備事業（若宮地区） 189,621 
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ26年度
　総事業費　209,375千円
　事業内容　水路工　L=263ｍ Ｗ=1.2～2.5ｍ
　　　　　　水道配水管移設、工事損害調査44件
　Ｈ26年度　水路工 L=263ｍ、水道配水管移設
　　　　　　工事損害調査28件

小泉都市下水路改修事業 9,500 
　集水槽内の天井面の修復　62㎡
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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年に開催される第70回国民体育大会及び第15回全国障害 2,901,602 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
P155～P156

　事業期間　Ｈ22年度～Ｈ27年度
　総事業費　8,834,432千円
　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

　Ｈ26年度　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）
　　　　　　硬式野球場整備工事
　　　　　　　地下１階・地上２階建て 延床面積992㎡
　　　　　　　グラウンド整備13,000㎡ほか
　　　　　　　（Ｈ25年度～Ｈ26年度債務負担）
　　　　　　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）
　　　　　　防災備蓄倉庫建築工事　　
　　　　　　　平屋建て、延床面積349㎡
　　　　　　テニスコート整備工事　
　　　　　　　砂入り人工芝舗装テニスコート５面ほか
　　　　　　多目的広場整備工事
　　　　　　　グラウンド整備14,100㎡ほか
　　　　　　周辺案内標識設置工事
　　　　　　　道路標識柱２基
　　　　　　工事施工監理、施設用備品購入ほか

公営住宅営繕事業 田辺市営住宅長期寿命化計画に基づく市営住宅営繕事業 58,200 住宅管理費
　崖団地屋根改修事業 P157～P158
　　崖団地：Ｓ51年 耐火構造２階建て 全10棟20戸　
　　Ｈ26年度実施　２棟４戸
　天神１団地９棟傾斜復旧事業
　　天神１団地：Ｓ48年 耐火構造２階建て 全25棟50戸　
　　Ｈ26年度実施　１棟２戸
　天神４団地外壁改修事業
　　天神４団地：Ｓ55～56年 耐火構造２階建て 全16棟32戸　
　　Ｈ26年度実施　１棟２戸

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 377,780 公 営 住 宅
建 設 費

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ26年度 P158
　総事業費　636,460千円
　建設場所　紀伊田辺駅裏機関庫跡地
　事業内容　鉄筋コンクリート造５階建て
　　　　　　全35戸　延床面積 1,892㎡

　Ｈ26年度　建築工事（Ｈ25年度～Ｈ26年度債務負担)
　　　　　　周辺整備工事
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

小規模地区改良事 Ｈ23年台風12号で被災した熊野地区における被災者の生活再 47,070 小規模地区
業 建のため、住環境の向上と地域コミュニティの再生を図る 改良事業費

P159
　事業期間　Ｈ25年度～Ｈ27年度
　総事業費　111,373千円
　事業内容　飲料水施設
　　　　　　　受水タンク１基、加圧タンク１基
　　　　　　地区内排水溝
　　　　　　　L=92ｍ W=2.0ｍ 巨石張護岸 495㎡
　　　　　　　L=40ｍ W=1.0ｍ 巨石張護岸 130㎡
　　　　　　多目的広場 1,200㎡
　　　　　　休憩所・便所
　　　　　　　木造平屋建て 35㎡
　　　　　　住宅等進入路の整備
　　　　　　　L=100ｍ W=1.5ｍ ブロック積 130㎡
　　　　　　　L= 80ｍ W=3.0ｍ 巨石張護岸 742㎡
　
　Ｈ26年度　地区内排水溝及び住宅等進入路の実施設計
　　　　　　住宅等進入路の整備工事
　　　　　　　L=80ｍ W=3.0ｍ 巨石張護岸 742㎡

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 51,744 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 P161～P162

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
　総事業費　845,407千円（田辺市消防本部の総事業費）
            ※白浜町消防本部の事業費を含む
　事業内容　電波伝搬調査、基本・実施設計、基地局整備
　　　　　　無線機等整備、指令システム改修

　Ｈ26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（共同整備分）
　　　　　　 （Ｈ25年度～Ｈ27年度債務負担）
　　　　　　無線機等整備（個別整備分）
　　　　　　 （Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担）

常備消防施設整備 防火水槽の設置 17,200 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 P162

　　中芳養　　　　40ｔ　１基
　　龍神村大熊　　40ｔ　１基
　　本宮町上大野　40ｔ　１基

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

消防用車両購入 62,800 
　水槽付消防ポンプ自動車(本宮消防署） １台　38,500千円
　高規格救急自動車(中辺路大塔消防署） １台　24,300千円

水位観測システムの更新（新規） 7,500 
　本宮町静川地内の大塔川に設置している水位観測システム
　を更新し、本宮町川湯地区における水防体制の強化を図る

　　整備場所　小野橋（本宮町静川地内）
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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 20,000 消 防 団 費
業 　消防ポンプ自動車（東部分団）　１台 14,200千円 P165

　普通ポンプ積載車（第１分団）　１台  4,000千円
　軽四ポンプ積載車（三里分団）　１台  1,800千円

消防団器具庫等の適正配置事業 4,180 消 防 団 費
　消防団器具庫や消防団車両等の適正配置を行い、地区内に P164～P165
　おける初期消火体制の強化を図る

　　Ｈ26年度　龍神支団龍神分団
　　　　　　　　器具庫撤去 ４か所、車庫新設 １か所
　　　　　　　　軽四ポンプ積載車１台を追加配備
　　　　　　　中辺路支団近野分団
　　　　　　　　小型動力ポンプ１台を追加配備

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 311,823 消 防 庁 舎
防庁舎を建設する 建設事業費

P166
　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ27年度
　総事業費　1,808,129千円
　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
　Ｈ26年度　建築工事（Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担）
　　　　　　施工監理（Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担）

小中学校太陽光発 災害発生時における避難所機能の確保対策として、停電時に 6,502 小 学 校
電設備・蓄電池シ おける最小限の電力を確保するため、市内の小中学校に太陽 管 理 費
ステム整備事業 光発電設備及び蓄電池を整備する P172
（新規） 中 学 校

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ27年度 管 理 費
　総事業費　122,402千円 P176
　整 備 校　田辺第三小学校、芳養小学校、新庄中学校
　事業内容　（１校当たり）
　　　　　　太陽光パネル（10kw）　１基
　　　　　　蓄電池（15kw）　　　　１基
　　　　　　データ計測装置　　　　一式
　　　　　　表示装置　　　　　　　１台
　Ｈ26年度　設計業務

学校施設耐震改修 非木造校舎等の耐震診断結果を踏まえ、Is値（構造耐震指標 229,049 小学校施設
事業 ）の低い施設から優先して年次的に補強設計及び耐震改修工 耐 震 改 修

事等を実施する 事 業 費
P174

　小学校施設耐震改修事業　　161,649千円 中学校施設
　　補強設計　　　秋津川小学校校舎、長野小学校校舎、 耐 震 改 修
　　　　　　　　　伏菟野小学校校舎 事 業 費
　　耐震改修工事　田辺東部小学校校舎 P178

　中学校施設耐震改修事業　　 67,400千円
　　解体撤去設計  高雄中学校校舎旧棟
　　耐震改修工事  高雄中学校校舎南棟
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

木造校舎等耐震診 学校施設のうち、Ｓ56年以前に建築された木造校舎及び講堂 32,000 小学校施設
断事業（新規） について、耐震診断を行う 耐 震 改 修

事 業 費
　小学校施設耐震診断事業　　 20,200千円 P174
　　大坊小学校校舎、秋津川小学校校舎、三里小学校校舎 中学校施設
　　　　　　　　　 耐 震 改 修
　中学校施設耐震診断事業　   11,800千円 事 業 費
　　秋津川中学校校舎、近野中学校校舎 P178

田辺第二小学校建 耐震２次診断の結果、Is値0.1～0.39と診断され耐震改修が 141,860 田辺第二小
築事業 必要となったことから、校舎を建て替える 学校建築費

P174
　事業期間　Ｈ22年度～Ｈ27年度
　総事業費　1,492,922千円
　事業内容　校舎　鉄筋コンクリート造３階建て 4,540㎡
　　　　　　　普通教室17室、特別支援教室２室、理科室、
　　　　　　　音楽室、家庭科室、視聴覚室、コンピュー
　　　　　　　タ室、図書室、校長室、職員室、児童会室、
　　　　　　　保健室、多目的ホールほか
　Ｈ26年度　校舎等解体撤去
　　　　　　（Ｈ25年度～Ｈ26年度債務負担）
　　　　　　校舎周辺整備工事

会津小学校建築事 耐震２次診断の結果、Is値0.26～0.49と診断され耐震改修 907,176 会津小学校
業 が必要となったこと及び２階増築部分の鉄筋の接合が弱く、 建 築 費

耐震改修が不可能な状況のため、校舎を建て替える P174

　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ27年度
　総事業費　1,554,254千円
　事業内容　校舎　鉄筋コンクリート造３階建て 4,150㎡
　　　　　　　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
　　　　　　Ｂ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
　　　　　　　員室ほか
　　　　　　
　Ｈ26年度　校舎建築工事
　　　　　　（Ｈ25年度～Ｈ26年度債務負担）
　　　　　　校舎改修工事  
　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担）
　　　　　　校舎等解体撤去
　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担）
　　　　　　仮設校舎借料 
 　　　　　　(Ｈ24年度～Ｈ26年度債務負担)
　　　　　　学校用備品購入

新庄小学校建築事 耐震２次診断の結果、Is値0.32～0.34と診断され耐震改修が 146,865 新庄小学校
業 必要となったが、地元からの寄附を財源の一部として校舎を 建 築 費

建て替える P174～P175

　事業期間　Ｈ25年度～Ｈ29年度
　総事業費　1,323,395千円
　事業内容　校舎　木造２階建て 2,920㎡
　　　　　　　普通教室６室、特別支援教室１室、理科室、
　　　　　　　音楽室、図工室、家庭科室、コンピュータ室、
　　　　　　　図書室、特別活動室、校長室、職員室、会議
　　　　　　　室、保健室、多目的ホールほか

(次ページへ）
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書頁

新庄小学校建築事 　Ｈ26年度　校舎建築設計 新庄小学校
業 　　　　　　（Ｈ25年度～Ｈ26年度債務負担） 建 築 費
(前ページから） 　　　　　　校舎等解体撤去 P174～P175

　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ27年度債務負担）
　　　　　　仮設校舎借料
　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ29年度債務負担）

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 9,071 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 P182～P183

　を設置する
　　防護柵　　L=2,600ｍ H=1.8ｍ
　　設置場所　龍神村（小又川・甲斐ノ川・龍神）

指定文化財の保存及び顕彰事業補助金 4,229 文 化 財 費
  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 P183
  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

　Ｈ26年度は、世界遺産登録10周年であり、様々な記念事業
　が実施されるが、世界遺産の保存・活用の両面で著しく効
　果が高いと判断される継桜王子跡保存整備事業については、
　今回特別に補助金額を上乗せする
　
　Ｈ26年度　継桜王子跡保存整備事業補助

林業施設災害復旧 過年度林業施設災害復旧事業 199,201 過年度林業
事業 　武住谷線 施 設 災 害

　　事業期間　　Ｈ25年度～Ｈ26年度 復旧事業費
　　総事業費　　164,508千円 P201
　　事業内容　　コンクリート擁壁　   332㎥
　　　　　　　　排水施設工       L=1,068ｍ
　　　　　　　　安全施設工       L=  124ｍ
　　　　　　　　モルタル吹付       6,792㎡
　　　　　　　　植生シート張       2,015㎡
　　Ｈ26年度　　事業費　117,967千円

　小森１号線
　　事業内容　　大型ブロック積       531㎡
　　Ｈ26年度　　事業費　 77,634千円

　Ｈ23年台風12号による地滑り箇所の地質調査
　　調査箇所　　龍神本宮線、道湯川線、中ノ又線 
　　Ｈ26年度　　事業費　  3,600千円
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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 過年度公共土木災害復旧事業 322,596 過年度公共
事業 　加財兵生線 土 木 災 害

　　事業期間　　Ｈ25年度～Ｈ26年度 復旧事業費
　　総事業費　  260,471千円 P201
　　事業内容　　アンカー工　201本、擁壁工　15㎥
　　　　　　　　法枠工　3,369㎡、舗装工　21㎡
　　Ｈ26年度　　アンカー工　59本、法枠工　1,182㎡
　　　　　　　　事業費　 59,344千円

　福定近露線外１線
　　事業期間　　Ｈ24年度～Ｈ26年度
　　総事業費　　336,255千円 
　　事業内容　　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　4,392㎡、法枠工　62㎡
　　　　　　　　ブロック積　109㎡、擁壁工　14㎥
　　　　　　　　舗装工　514㎡
　　Ｈ26年度　　法面吹付工　4,392㎡、舗装工　514㎡
　　　　　　　　事業費　66,255千円

　松本道林田線
　　事業期間　　Ｈ25年度～Ｈ27年度　
　　総事業費　  237,326千円 
　　事業内容　　横ボーリング工　21本
　　　　　　　　アンカー工　167本、切土工　9,000㎥
　　　　　　　　法面吹付工　1,240㎡、舗装工　260㎡
　　　　　　　　ブロック積　311㎡、排水工　L=386ｍ
　　Ｈ26年度　　アンカー工　117本、切土工　6,000㎥
　　　　　　　　事業費　120,500千円

  赤井谷川  
　　事業期間　　Ｈ26年度～Ｈ27年度
　　総事業費　　55,500千円 
　　事業内容　  護岸工、測量・設計
　　Ｈ26年度　　測量・設計
　　　　　　　　事業費　2,000千円
  百間谷川
　　事業内容　　巨石張護岸工　L=140ｍ 1,390㎡
　　事 業 費　　51,900千円

  熊野川線
　　事業内容　　背後地盛土工  L=885ｍ 3,000㎥
　  事 業 費　　7,000千円 

  熊野川
　　事業内容　　巨石張護岸工  L=33ｍ 150㎡
　　事 業 費　  6,100千円 

　市道復旧に伴う支障被災家屋撤去
　　事業箇所　　熊野川線、伏拝奥番線
　　事 業 費　  6,900千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　災害復旧工事に伴い寄附を受ける土地の分筆・登記
　　事業箇所　　長野三栖２号線ほか14か所
　　事 業 費  　2,597千円
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