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

市有地整備事業 市有地の法面保護 2,600 財産管理費
　経年劣化がみられる市有地法面にモルタル吹付の再施工を P64
　行う
　　施工箇所　新庄町田鶴
　　施工内容　モルタル吹付 160㎡　　

市有林撫育事業 市有林の整備 15,856 市 有 林
　市有林の機能増進を図るため、計画的な施業を実施する 撫 育 費

P64
　　森林環境保全整備事業
　　　龍神市有林（橘川） 　　　　　間伐 37.79ha
　　　　　　　　　　　　　 　　    下刈 8.22ha
　　　中辺路市有林（岩崎）　　　　 間伐 2.64ha
　　　中辺路市有林（石船）　　　　 間伐 9.00ha
　　　中辺路市有林（兵生）　　　　 間伐 5.00ha
　　                    　   作業道開設 L=500ｍ
　　　大塔市有林（西大谷） 　　　　下刈 4.72ha
　　　本宮市有林（向山）　　　　 更新伐 5.00ha
　　                    　   作業道開設 L=500ｍ
　　よみがえりの森づくり市有林モデル事業
　　　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）の広葉樹植栽を実施
　　　　中辺路市有林（下皆） 　　　間伐 4.00ha
　　　                         樹下植栽 1.00ha 　

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 14,500 市民生活費
改修等補助金 に補助を行う P69

  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 全国瞬時警報システム改修事業（新規） 24,000 防災対策費
　気象警報等の細分化に伴い、警報発表された対象地域（旧 P70
　市町村単位）に対し、それぞれの行政局の防災行政無線を
　自動起動し放送できるよう、システム改修を行う
　

予算書ページ
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

防災対策事業 河川常時監視カメラ整備事業（新規） 8,000 防災対策費
　現場の状況を確認し避難勧告等を発令するための判断材料 P71
　とするため、河川氾濫のおそれのある地域に赤外線監視カ
　メラを設置する

　　事業費　　8,000千円
　　設置箇所　本宮町川湯（大塔川）
　　　　　　　本宮町請川（熊野川及び大塔川）
　　　　　　　本宮町三里（熊野川及び三越川）

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）

ブロック塀等耐震対策事業費補助金 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転換に対し補助を行う

　　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

住宅耐震改修工事費補助金 25,275 
　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411千円限度の加算（国100％）

ケーブルテレビ施 ケーブルテレビ伝送路移設工事 2,100 地域情報化
設整備事業 　県道芳養清川線改良工事に伴い伝送路の移設工事を行う 推 進 費

P72
　事業内容　 伝送路移設　　　L=698ｍ　　　

ケーブルテレビセンター電気設備工事 1,100 
　ケーブルテレビ機器への安定した電源供給を行うため、電
　源設備のバイパス回路を新たに整備する

　事業内容　 電気設備工　　 　一式

無線通信施設整備 無線通信施設の追加整備 4,900 
事業 　市役所本庁舎及び新消防庁舎と田辺スポーツパーク間の通

　信遮断回避を図るため、広域防災拠点でもある田辺スポー
　ツパークへ無線通信施設を追加整備する

　事業内容　 鋼管柱設置工　　１基　 4.9GHz無線機　２台
　　　　　　 無停電電源装置  １台   電気設備工　　一式
　　　　　　 通信ネットワーク工　一式
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

高速通信網整備事 ＩＣＴ環境の格差なく光インターネットサービスの提供が受 40,000 地域情報化
業（新規） けられることを目的に、民間通信事業者が実施する高速通信 推 進 費

網の整備に対し補助を行う P72

　補助金額　　　上限40,000千円
　対象地区　　　秋津川、伏菟野

南部センター改修 老朽化した南部センターの改修を行う 31,900 隣 保 館 費
事業（新規） P98

　事業内容　外壁改修　900㎡
　　　　　　屋上防水　450㎡
　　　　　　空調設備　ビル用マルチ室外機２台
　　　　　　　　　　　室内機８台

児童福祉対策事業 芳養学童保育所の校舎内移転改築（新規） 6,600 児童福祉費
　学校敷地内にプレハブを設置して運営を行っている芳養小 P100
　学校の学童保育所を、校舎内に移転する

　　整備内容　保育室１室（延床面積  67㎡）

新庄第二学童保育所の整備（新規） 24,700 
　新庄第二小学校の校舎増築工事に併せて学童保育所を整備
　する

　　整備内容　保育室１室（延床面積　99㎡）

まろみ保育所建築事業 156,054 
　耐震強度が不足し老朽化したまろみ保育所の移転整備につ
　いて、市が移転用地を整備した上で、プロポーザル方式に
　より事業者を選定し民設による整備を行う

　事業期間　Ｈ25年度～Ｈ28年度
　総事業費　439,203千円（市負担額）
　建設場所　中万呂
　事業内容　用地造成
　　　　　　　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
            　用地購入 6,919㎡、物件補償、樹木補償ほか
　　　　　　施設整備〈民設〉
　　　　　　　鉄骨造平屋建て　延床面積 905㎡程度
　　　　　　　　保育室６、障害児室、ステージ、調理室、
　　　　　　　　事務室、医務室、休憩室ほか
　開 所 日　Ｈ29年４月１日（予定）

　Ｈ28年度　保育所建築に係る施設整備事業費補助金

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 200 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 予算書ページ

地域医療介護総合 第６期介護保険計画において整備を位置付けている認知症対 43,178 老人福祉費
確保事業（新規） 応型共同生活介護施設について、公募により、施設整備及び P106

開設に必要な準備経費に対し補助を行う
　施設整備費補助
　　整備内容　１施設２ユニット
　　　　　　　　7.43㎡（4.5畳）×９床、居間・食堂、台
　　　　　　　　所、便所、浴室
　　　　　　　
　施設開設準備経費補助
　　内容　　　施設整備、職員募集経費等事業立ち上げに必
　　　　　　　要な初度経費

市有建築物耐震化 Ｈ27年度に策定した田辺市耐震改修促進計画に基づき、耐震 1,610 老人福祉費
事業（新規） 診断を実施する P107

　対象施設　老人憩いの家松風荘

斎場整備事業 火葬炉の改修 12,200 斎 場 費
　老朽化による火葬炉３基の耐火レンガ積替え整備 P114

火葬炉断熱扉昇降装置の修繕 4,630 

　 整備内容　断熱扉改修　　５台
　　　　  　 築炉改修　　　一式

墓地整備事業 天神霊苑便所整備　　　　　　　　　　　　 6,300千円 10,700 環境衛生費
（新規） 　 事業内容　多目的便所　　１基　　 小便器　　１基 P115

芳養みどり墓地改修　　　　　　　　 　　　4,400千円
   事業内容　植樹帯撤去　　６基
　　　　　　 フェンス設置  L=97ｍ 　H=1.5ｍ
　　　　　　 区画整備工    19区画
　　　　　　 重力式擁壁　  L=９ｍ 　H=1.1～3.0ｍ
　　　　　　 水路工　　　　L=23ｍ 　W=0.3
             手洗い場設置  １か所

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） 119,227 環境衛生費
業費補助金 また、Ｈ28年度から、単独浄化槽から合併浄化槽への転換推 P116
（拡充） 進を図るため、単独浄化槽撤去費用の補助制度を新設する

　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～30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

　Ｈ28年度　280基（一般浄化槽５基、環境配慮型275基）

単独浄化槽撤去費用補助
　補助額　90千円（上限）×20基
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

一般廃棄物最終処 本市の一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設について、機器 2,600 塵芥処理費
分場浸出水処理施 の耐用年数が過ぎ老朽化及び腐食が進んできていることから P118
設延命化事業 延命化工事に向けた発注仕様書の作成を行う

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 1,054,961 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 P118～P119
事業

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ28年度
　総事業費　2,745,731千円
　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
　Ｈ28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）

紀南環境広域施設 紀南地域の廃棄物の適正処理のため、広域廃棄物最終処分場 140,635 塵芥処理費
組合負担金 整備に向けて取り組む P119

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ30年度
　総事業費　5,825,294千円
　　　　　　　うち田辺市負担　1,890,250千円
  対　　象　一般廃棄物、産業廃棄物
　施設構成　埋立地、浸出水処理施設、管理棟、計量施設
　埋立容量　20万㎥
　供用開始　Ｈ30年（予定）
　Ｈ28年度　用地購入費、物件補償費ほか

紀南環境衛生施設 紀南環境衛生施設事務組合が運営するし尿処理施設の老朽化 90,692 し尿処理費
事務組合負担金 に伴い、処理施設の建設を行う P119

　
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度
　総事業費　2,799,360千円
　　　　　　　うち田辺市負担　　178,968千円
  事業内容　処理能力　　　　　98kl/日
　　　　　　し尿貯留槽　　　　３日分以上
　　　　　　浄化槽汚泥貯留槽　３日分以上
　　　　　　予備貯留槽　　　　５日分以上
　Ｈ28年度　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 16,667 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 P123
　を行う
　市単事業
　　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（個人農業者が対象)

　県単事業
　　補助基準　防除柵 900円/ｍ、サル用防除柵 2,000円/ｍ
　　負担割合　県1/3以内、市1/3、受益者1/3
　　　　　　　（２戸以上で組織する農業者団体等が対象)

-90-



　　　　（単位 千円）
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農業振興事業 野生鳥獣有効活用推進事業費補助金（新規） 2,160 農業振興費
　スマートセンサー付き大型囲いわなの設置により野生鳥獣 P124
　の集団確保を実施する

　事業主体　田辺市鳥獣害対策協議会
　事 業 費　4,520千円（国 2,360千円、市 2,160千円）
　事業内容　スマートセンサー付き大型囲いわな　１基
　　　　　　スマートセンサー　　　　　　　　　１基

施設園芸総合支援事業費補助金 5,000 
　本市における梅農家経営が厳しい中、梅との複合経営や、
　梅以外の作物単独の栽培による新たな農業経営への促進を
  支援する

　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ29年度
　対 象 者　認定農業者又は認定新規就農者（旧田辺地域）
　　　　　　市内に住所を有する生産農家（山村振興地域）
　補助対象　農業用ハウスを設置する場合、面積が１ａ以上
　　　　　　施設の資材及び設置に係る事業費が30万円以上
　補助率　　1/3以内

市有建築物耐震化 Ｈ27年度に策定した田辺市耐震改修促進計画に基づき、耐震 1,760 農業振興費
事業（新規） 診断を実施する P122

　対象施設　上芳養農村環境改善センター

南紀用水事業 国営南紀用水施設管理費負担金 2,062 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 P124

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ30年度
　総事業費　218,000千円
　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
　Ｈ28年度　３基

県営事業負担金 ため池等整備事業 1,532 農 業 土 木
　中芳養（更池・長屋谷池）、上秋津（辺谷池） 総 務 費
　　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ28年度　 P125
　　総事業費　55,700千円
　　事業内容　更池　　　　余水吐の改修
　　　　　　　長屋谷池　　緊急放流施設の新設 Ｈ26完成　
　　　　　　　辺谷池　　　余水吐の改修       Ｈ26完成
　　Ｈ28年度　事業費 1,532千円
　　　　　　　更池　      余水吐工　一式

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 28,872 農 業 施 設
整備事業費

P126
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土地改良施設維持 稲成町　椎木谷排水路の整備　   　        12,928千円 25,216 土 地 改 良
管理適正化事業 　　　　水路工 L= 170ｍ W=1.0ｍ 施 設 維 持

管理適正化
秋津川　秋津川パイロット畑かん施設改修　  5,757千円 事 業 費
　　　　配水槽防水工　２基 P126

上芳養　東山パイロット畑かん施設改修　  　2,828千円
　　　　ポンプ設備工　１基

県土地改良事業団体連合会拠出金 　         3,703千円
　東山パイロット畑かん施設ほか ６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 P127
　ァゾーンの間伐、林内整理等を行う
　　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ29年度
　　整備区間　本宮町小雲取越　請川入口～百間ぐら
　　整備面積　55.36ha
　　Ｈ28年度　20.42ha

間伐事業 間伐実施事業費補助金 16,000 
　持続可能な森林経営の推進に向け、森林の質的充実、水源
　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
　　保育間伐　　  121.50ha
　　間伐、更新伐　585.00ha

紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金 8,000 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 P128
　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　365.00ha
　

造林事業 恵みのやまづくり事業 14,700 
　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 2,000 
　造林適地を考慮した人工林の保育により、森林の持つ多面
　的機能が発揮されるよう、尾根筋（天空三分）等のスギ及
　びヒノキの植栽地において、広葉樹植栽を実施する者に対
　して補助を行う

　　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
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

山の基盤機能回復 森林整備等のため作業道の機能回復を行う森林組合等に対し 17,000 林業振興費
事業 て補助を行う P128

　補助金額　路面 機械敷均し　　　　　200円/㎡
　　　　　　法面 緑化網等　　　　　　900円/㎡
　　　　　　路側 丸太組工　　　　　4,200円/ｍ
　　　　　　排水 Ｕ字ﾌﾘｭｰﾑ横断溝　 3,900円/ｍ
　　　　　　排水 丸太横断溝　　　  1,000円/ｍ
            その他　　　　　　　　 事業費の1/3
　Ｈ28年度　19路線

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 12,000 
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
  Ｈ28年度　作業道開設 L=13,600ｍ

山村振興事業 山村地域力再生事業 2,100 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の育成を図 P129
　るため、団体等が実施する施設整備等に対して補助を行う
　　Ｈ28年度
　　　①紀州備長炭炭窯の整備　　　　　　1,260千円
　　　　事業内容　炭窯修繕３基
　　　　事業主体　田辺市木炭生産者組合
　　　　事業箇所　秋津川、稲成町
　　　　総事業費　1,890千円
　　　②紀州備長炭炭窯の整備　　　　　　  840千円
　　　　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　中辺路町高原、水上
　　　　総事業費　1,440千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、事業主体1/3

短期滞在施設整備事業（新規） 20,475 山村振興費
　紀州材の利用促進を図るとともに、Ｕ・Ｉ・Ｊターン等の P128～P129
　定住希望者が短期的に滞在できる施設を整備する

　　整備場所　中辺路町近露
　　事 業 費  20,475千円
　　事業内容　木造平屋建て　104㎡
　　　　　　　９坪タイプ２戸　１棟

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） P129

　　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 41,700 林道舗装費
　宇井郷線、道湯川線 P131

政城線舗装事業 201,048 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ29年度
　総事業費　331,836千円
　事業内容　L=12,992ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ28年度　舗装工　L=7,892ｍ W=3.5～4.0ｍ
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

林道新設改良事業 虎ヶ峰坂泰線開設事業 133,352 林 道 新 設
　事業期間　Ｓ62年度～Ｈ28年度 改 良 費
　総事業費　2,859,818千円 P132
　事業内容　L=21,162ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ28年度　道路工  L=935ｍ W=3.5ｍ

川合湯ノ又線改良事業 150,601 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ29年度
　総事業費　280,000千円
　事業内容　L=3,629ｍ W=4.0ｍ
　Ｈ28年度　モルタル吹付 19,449㎡

政城線改良事業 120,264 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度
　総事業費　173,000千円
　事業内容　L=1,657ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ28年度　モルタル吹付 13,847㎡ほか

林道局部改良事業 市単独事業 3,500 林 道 局 部
　鉛山浅草線 改 良 費

P132

水産振興事業 シラス販売促進事業費補助金（新規） 3,000 水産振興費
　市内及び県内外からの誘客を促進し、交流人口の拡大を図 P134
　るため、生シラスをメニューの柱とした漁協食堂開設の際
　の施設整備等に対する補助を行う

　　事業主体　和歌山南漁業協同組合
　　事業内容　施設整備、備品購入ほか
　　補 助 率　3/4

商店街活性化対策 商店街開業支援事業費補助金（拡充） 7,000 商工振興費
　商店街地域での空き店舗の活用を促進するため、商店街地 P137
　域以外からの移転出店及び新規出店事業者に、店舗改修費
　の補助を行う
 
　　対象地域　中心市街地内の商店街地域
　　対象業種　小売業、飲食業、サービス業等
　　補 助 率　改修費の1/2（限度額500千円　ただし、景観
　　　　　　　整備基準を満たす改修を行う場合は700千円）

商店街景観整備支援事業費補助金（新規） 2,000 
　中心市街地内の商店街の景観整備及び活性化を図るため、
　景観整備基準を満たす店舗等改修への補助を行う

　　対象地域　中心市街地内の商店街地域
　　対象業種　小売業、飲食業、サービス業等
　　補 助 率　改修費の1/2（限度額200千円）

商工活性化事業 商工業活性化支援事業費補助金 4,500 
　商工業の振興と活性化を図ることを目的として、商店街振
　興組合等が新規に実施する施設整備事業に対して補助を行
　う
　　施設整備事業（ハード）
　　補助率　1/2
　　限度額　4,500千円
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

旧共同作業所解体 旧下附共同作業所の解体撤去 6,730 商工振興費
撤去事業 　老朽化した旧下附共同作業所の解体撤去を行う P136

　　軽量鉄骨造平屋建て　193㎡

川湯駐車場整備事 川湯温泉街に駐車場を整備する 48,781 観 光 費
業（新規） P139

　事業内容　アスファルト舗装　1,334㎡
　　　　　　パーキングブロック36台分、区画線500ｍ、
　　　　　　立入防止柵180ｍ、階段設置１か所ほか

共同作業場整備事 共同作業場の老朽化に伴う抜本的改修及び新たな雇用創出の 5,000 共同作業場
業 ための整備 整備事業費

P142

道路舗装事業 市単独事業 41,132 道路舗装費
　湊神子浜１号線ほか８線 P145

道路新設改良事業 秋津川伏菟野線道路改良事業 14,100 道 路 新 設
　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ30年度 改 良 費
　総事業費　111,218千円 P146
　事業内容　道路工 L=300ｍ W=5.0ｍ（うち橋梁 L=22ｍ）
　　　　　　測量・調査・設計、用地購入300㎡ほか
　Ｈ28年度　測量・調査・設計

あけぼの東山２号線道路改良事業 98,340 
　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ30年度
　総事業費　222,640千円 
　事業内容　道路工（本線）　　 L=160ｍ W=12.0ｍ
　　　　　　　　  （取合道路)　L=250ｍ
　　　　　　測量・調査・設計、用地購入911㎡ほか
　Ｈ28年度　用地購入911㎡、物件調査、物件・樹木補償

堂の上線道路改良事業（新規） 15,700 
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ30年度
　総事業費　195,977千円 
　事業内容　道路工 L=200ｍ W=5.0ｍ（うち橋梁 L=50ｍ）
　　　　　　測量・調査・設計、用地購入440㎡ほか
　Ｈ28年度　測量・調査・設計

トンネル改修事業（新規） 53,800 
　道路構造物定期点検の結果に伴い、対策工事を実施する
　　上芳養隧道、大塔線１号トンネル

その他市単独事業等 185,431 
　あけぼの17号線ほか44線

道路局部改良事業 市単独事業 29,455 道 路 局 部
　新庄町92号線ほか７線 改 良 費

P146

橋梁新設改良事業 道路構造物定期点検事業 109,100 橋 梁 新 設
　橋梁、トンネル及びロックシェッドの点検を５年に１度、 改 良 費
　近接目視により実施する P147
　対　　象　橋梁（橋長２ｍ以上）1,004橋
　　　　　　トンネル13か所、ロックシェッド１か所
　Ｈ28年度　橋梁218橋、ロックシェッド１か所
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

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 17,000 交 通 安 全
施設事業費

P149
カーブミラー設置に係る原材料支給 600 
　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 名喜里跡之浦線歩道整備事業（新規） 8,000 歩 道 新 設
　事業期間　Ｈ28年度 事 業 費
　事業内容　歩道新設  L=70ｍ  W=2.0ｍ P149
　　　　　　（現況道路幅員 W=5.0ｍ）

明洋団地古町線（青葉台工区）歩道整備事業 23,740 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度
　総事業費　63,642千円 
　事業内容　歩道新設  L=530ｍ  W=2.0ｍ
　　　　　　（現況道路幅員 W=6.0ｍ）
　　　　　　測量・設計、保安林解除業務ほか
　Ｈ28年度　歩道整備

水路新設改良事業 尾の崎排水ポンプ整備事業 3,300 水 路 新 設
　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ29年度  改 良 費
　総事業費　450,332千円 P150
　事業内容　ゲートポンプ４基　電気設備一式
　　　　　　マンホールポンプ　２基
　　　　　　測量・設計、用地購入20㎡、物件補償ほか
　Ｈ28年度　設計（マンホールポンプ）

新庄町田鶴排水路整備事業（新規） 1,800 
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ29年度  
　総事業費　100,112千円 
　事業内容　排水路整備  L=160ｍ、測量・調査・設計
　          水道工事費繰出金
　Ｈ28年度　測量・調査・設計

沈砂池改修事業 下三栖企業団地沈砂池改修工事 2,000 河川管理費
　事業期間　Ｈ28年度 P150
　事業内容　舗装工  　　　L= 22ｍ W=3.7ｍ　
            小堰堤工　    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 96,309 河 床 整 備
う 事 業 費
　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ28年度 P150～P151
　事業箇所　熊野川（本宮町小津荷地区）
　総事業費　182,823千円
　事 業 量　14万㎥
　Ｈ28年度　７万㎥
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

街路事業 県営事業負担金 50,000 街路事業費
　元町新庄線街路事業　300,000千円×1/6 P153～P154

外環状線（文里地区） 166,374 
　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ30年度
　総事業費　554,224千円
　事業内容　道路 L=533ｍ W=14.0ｍ
　　　　　　うち県営文里港海岸高潮対策整備事業との併用
　　　　　　部分 L=250ｍ W=10.5ｍ
　　　　　　用地 1,451㎡、物件補償４件
　Ｈ28年度　用地購入　1,451㎡、物件補償４件

公営住宅営繕事業 田辺市営住宅長寿命化計画に基づく市営住宅営繕事業 63,950 住宅管理費
P157

　天神１団地屋上改修工事
　　天神１団地：Ｓ48～50年　簡易耐火構造２階建て
　　　　　　　　全25棟50戸
　　Ｈ28年度実施　３棟６戸
　天神２団地外壁改修工事  
　　天神２団地：Ｓ52年 　　 簡易耐火構造２階建て  
　　　　　　　　全11棟22戸　
　　Ｈ28年度実施　２棟４戸
　天神４団地外壁改修工事  
　　天神４団地：Ｓ55～56年  簡易耐火構造２階建て 　  
                全16棟32戸
　　Ｈ28年度実施　４棟８戸
　サンシャイン団地屋上防水改修工事  
　　サンシャイン団地：Ｓ57年鉄筋コンクリート造４階建て  
                全20戸
　　Ｈ28年度実施　屋上防水改修工事
  神子浜団地防火設備改修工事
　  神子浜団地：Ｓ46年鉄筋コンクリート造３階建て
　　　　　　　　全18戸
　　Ｈ28年度実施　アルミサッシ変更、防火塗料塗布、換気
　　　　　　　　　扇カバー設置

常備消防施設整備 田辺消防署扇ヶ浜分署庁舎改修工事 9,700 常備消防費
事業 P161

　事 業 費　9,700千円
　事業内容　旧田辺消防庁舎の改修　　  61㎡
　　　　　　仮眠室、浴槽、脱衣場、救急消毒槽

防火水槽の設置 7,200 
　断水時及び大規模火災に対応するため年次的に設置
　　中三栖　　　　　　　40ｔ　１基

消防用車両購入 81,200 
　水槽付消防ポンプ自動車（田辺署)　１台 53,200千円
　高規格救急車（本宮分署）　　　　 １台 28,000千円
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事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

消防団施設整備事 消防団車庫の移転 61,265 消 防 団 費
業 　大雨等による浸水のおそれがある消防団車庫の位置を変更  P164

　し、建替えを行う

　三里分団車庫
　　事業内容　鉄骨造平屋建て　182㎡　
　　　　　　　車庫、待機室、便所、会議室
　　事 業 費　61,265千円

消防用車両購入 56,000 
　消防ポンプ自動車  （第１分団）　１台 14,500千円
　消防ポンプ自動車  （近野分団）　１台 15,000千円
　動力ポンプ付水槽車（鮎川分団）　１台 21,500千円
　軽四ポンプ積載車  （龍神分団）　１台  3,000千円
　軽四ポンプ積載車  （下山路分団）１台  2,000千円

消防団器具庫等の適正配置事業 3,000 
　地区内における初期消火体制の強化を図るため、消防団器
　具庫や消防団車両等の適正配置を行う
　　芳養分団
　　　大坊地区に軽四ポンプ積載車１台を配備

市有建築物耐震化 Ｈ27年度に策定した田辺市耐震改修促進計画に基づき、耐震 2,124 教育指導費
事業（新規） 診断を実施する P169

　対象施設　田辺市教育研究所

小中学校施設整備 小学校 12,258 小 学 校
事業 　芳養小学校 受変電設備等整備事業　10,700千円 管 理 費

　伏菟野小学校 給水管引込改修事業　 1,558千円 P172

中学校 10,500 中 学 校
　本宮中学校急傾斜地対策事業 管 理 費

P176

新庄第二小学校校 新庄第二小学校の学級数増加に伴い諸室が不足することから、 97,257 小 学 校
舎増築事業 校舎を増築する 管 理 費

P171～P172
　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ29年度
　総事業費　105,556千円
　事業内容　校舎　鉄筋コンクリート造２階建て 301㎡
　　　　　　　図工室、ＰＣ教室、図書室
　Ｈ28年度　校舎増築工事
　　　　　　学校用備品購入

スクールバスの更 小学校 8,900 小 学 校
新 　中辺路地区スクールバス（定員14人）　　１台 ス ク ー ル

バス運行費
P173

中学校 中 学 校
　本宮地区スクールバス（定員26人）　  　１台 ス ク ー ル

バス運行費
P177
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

小中学校体育館非 小中学校の体育館について、天井材等非構造部材の撤去又は 7,300 小学校施設
構造部材耐震化対 崩落防止対策を実施する 耐 震 改 修
策事業 事 業 費

　Ｈ28年度　非構造部材耐震化工事設計 P173
　対 象 校　小学校５校　6,000千円 中学校施設
　　    　  中学校１校　1,300千円 耐 震 改 修

事 業 費
P178

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 16,000 中学校施設
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
P178

　中学校施設耐震改修事業　16,000千円
　　高雄中学校
　　　旧棟解体撤去に伴う家屋事後調査
　　　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 7,200 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～Ｈ28年度
　総事業費　1,564,591千円
　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
　Ｈ28年度　家屋事後調査　37件

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 875,724 新庄小学校
業 必要となったが、地元からの寄付を受けることで、木造校舎 建 築 費

に建て替える P174

　事業期間　Ｈ25年度～Ｈ28年度
　総事業費　1,230,041千円
　事業内容　校舎 木造一部鉄筋コンクリート造２階建て
 　　　　　　    2,913㎡
　　　　　　　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
　Ｈ28年度　校舎建築工事
　　　　　　（Ｈ27年度～Ｈ28年度債務負担）
　　　　　　仮設校舎借料
　　　　　　（Ｈ26年度～Ｈ28年度債務負担）
　　　　　　校舎周辺整備工事
　　　　　　家屋事後調査　８件
　　　　　　学校用備品購入
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大坊小学校建築事 木造校舎耐震診断の結果、Iw値0.35と診断されたことから、 17,661 大坊小学校
業（新規） 老朽化した木造校舎及び講堂を解体し、新校舎を建築する 建 築 費

P174
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度
　総事業費　545,059千円
　事業内容　校舎　木造２階建て　1,090㎡
　　　　　　　普通教室３室、図書室、コンピュータ室、
　　　　　　　音楽室、校長室、職員室、保健室、多目的
　　　　　　　ホール、会議室ほか
　Ｈ28年度　現況測量　耐力度調査　家屋事前調査　
　　　　　　解体撤去設計　仮設校舎設計　
　　　　　　校舎建築設計（Ｈ28年度～Ｈ29年度債務負担）
　　　　　　仮設校舎借料（Ｈ28年度～Ｈ31年度債務負担）

三里小学校建築事 木造校舎耐震診断の結果、Iw値0.12と診断されたことから、 23,596 三里小学校
業（新規） 老朽化した木造校舎及び講堂を解体し、新校舎及び体育館を 建 築 費

建築する P174

　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度
　総事業費　898,038千円
　事業内容　校舎・体育館　鉄筋コンクリート造３階建て
　　　　　　　　　　　　　2,162㎡
　　　　　　　普通教室５室、図書室、音楽室、図工室、
　　　　　　　理科室、コンピュータ室、校長室、職員室、
　　　　　　　保健室、会議室ほか
　Ｈ28年度　旧三里中学校
　　　　　　　解体撤去設計　家屋事前調査
　　　　　　　校舎等解体撤去工事
　　　　　　　（Ｈ28年度～Ｈ29年度債務負担）
　　　　　　三里小学校
　　　　　　　現況測量　耐力度調査
　　　　　　　校舎等建築設計
　　　　　　　（Ｈ28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 11,811 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=3,000ｍ H=1.8ｍ
　設置場所　龍神村（福井・東・廣井原）

国指定文化財継桜王子跡保存整備事業 8,531 
　経年劣化により腐朽している史跡熊野参詣道中辺路の継桜
　王子跡社殿の保存整備を行う

　事業期間　Ｈ26年度・Ｈ28年度
　総事業費　17,452千円
　事業内容　現況調査、破損箇所の新材取替、敷石等の調整、
　　　　　　ベンガラ塗装・彩色の塗り直し及び着彩
　Ｈ28年度　ベンガラ塗装・彩色の塗り直し及び着彩
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文化財の保存及び 世界遺産等緊急保全対策事業費補助金（新規） 2,000 文 化 財 費
顕彰事業 　世界遺産にふさわしい文化的景観形成のため、登録遺産及 P183

　び緩衝地帯で実施される景観調和等の修景事業に対し補助
　を行う

　補助率
　　補助対象経費の総額の3/4以内

　Ｈ28年度　史跡熊野参詣道大辺路（鬪雞神社）の景観保全
　　　　　　地区

指定文化財保存顕彰補助金 1,732 
  国、県又は市指定の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
　交付する

　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

　Ｈ28年度　県指定文化財　高原熊野神社本殿改修

市有建築物耐震化 Ｈ27年度に策定した田辺市耐震改修促進計画に基づき、耐震 4,500 公 民 館 費
事業（新規） 診断を実施する P184

　対象施設　中辺路コミュニティセンター
　　　　　　大塔総合文化会館

Ｈ27年度に策定した田辺市耐震改修促進計画に基づき、耐震 4,210 体 育 施 設
診断を実施する 管 理 費

P197
　対象施設　本宮体育館
　　　　　　大塔体育館

給食調理場統合事 大塔・中辺路給食調理場の統合 250,560 学校給食費
業 　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ28年度 P199～P200

　総事業費　255,304千円
　事業内容　大塔給食センターの増改築　305㎡（500食対応）
　　　　　　うち増築分　68㎡
　　　　　　厨房機器等の購入
　　　　　　中辺路学校給食調理場の解体撤去
　Ｈ28年度　増改築及び解体撤去工事
　　　　　　厨房機器等の購入
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林業施設災害復旧 現年度林業施設災害復旧事業 156,400 現年度林業
事業   峰小皆線 施 設 災 害

　　事業内容　　鋼管杭工　42本 復旧事業費
　　　　　　　　横ボーリング工　L=20～30ｍ　11本ほか P201
　　　　　　　　樹木補償費
　　事 業 費　　156,400千円

過年度林業施設災害復旧事業 3,400 過年度林業
　Ｈ23年台風12号による地滑り箇所の地質調査 施 設 災 害
　　調査箇所　龍神本宮線、道湯川線、津荷谷線、小広静川 復旧事業費
　　　　　　　線 P201
　　事 業 費　3,400千円

公共土木災害復旧 現年度公共土木災害復旧事業 75,036 現年度公共
事業 　峯線 土 木 災 害

　　事業内容　　鋼管杭　18本、アンカー　９本 復旧事業費

　　　　　　　　巻立コンクリート　　131ｍ3 P202
　　　　　　　　アンカー引抜き試験

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

簡易水道施設維持 簡易水道事業統合準備事業（新規） 22,280 簡易水道事
事業 　上水道事業との統合に向け、上水道として必要不可欠な施 業特別会計

　設の維持修繕や機能増強を図る P292～P293

　　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ29年度
　　総事業費　47,630千円
  　事業内容　配水池等防護柵設置、送水ポンプ整備、水質
　　　　　　　計器修繕、ろ過設備修繕ほか
　　　　　　　配水管路工   　 L=150ｍ φ50㎜
　　　　　　　導水管路工   　 L=150ｍ φ25㎜

簡易水道施設改良 簡易水道事業統合準備事業（新規） 118,200 簡易水道事
事業 　上水道事業との統合に向け、上水道として必要不可欠な施 業特別会計

　設整備を実施する P293

　　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ29年度
　　総事業費　218,500千円
　　事業内容　簡易水道９施設に係る浄水施設、送水・配水
　　　　　　　施設等の整備

  　Ｈ28年度　詳細設計
　　　　　　　浄水濁度計器整備　　　　　　一式
　　　　　　　凝集剤注入量自動調節器整備　一式
　　　　　　　加圧ポンプ整備　　　　　　　一式　ほか

鮎川簡易水道施設改良事業 110,805 
　　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ28年度
　　総事業費　167,280千円
　　事業内容　配水管 　　　 　L=3,628ｍ φ50～150㎜
　　　　　　　消火栓設置    　11基
　　　　　　　給水管 　　　 　一式

  　Ｈ28年度  配水管路工   　 L=2,366ｍ φ50～150㎜
　　　　　　　消火栓設置   　 ７基
　　　　　　　給水管路工      一式

予算書ページ
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

簡易水道施設整備 龍神中央簡易水道施設整備事業 232,600 簡易水道事
事業 　　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ28年度 業特別会計

　　総事業費　277,031千円 P293
　　事業内容　配水施設整備　　一式
　　　　　　　配水管路工　　  L=4,925ｍ φ50～150㎜
　　　　　　　消火栓設置   　 15基
　　　　　　　給水管路工      一式
  　Ｈ28年度  配水管路工   　 L=4,375ｍ φ50～150㎜
　　　　　　　消火栓設置   　 15基
　　　　　　　給水管路工      一式

本宮簡易水道施設整備事業 361,776 
　　事業期間　Ｈ25年度～Ｈ28年度
　　総事業費　699,453千円
　　事業内容　取水施設整備　　一式
　　　　　　　浄水施設整備　　一式
　　　　　　　配水池　　　　　V=250㎥　１基
　　　　　　　　　　　　　　　V= 72㎥　１基
　　　　　　　配水管　　　　　L=5,503ｍ φ40～150㎜
　　　　　　　加圧ポンプ設備  一式
　　　　　　　消火栓設置　　　13基
　　　　　　　給水管 　       一式

  　Ｈ28年度  取水施設整備　　一式
　　　　　　　浄水施設整備　　一式
　　　　　　　加圧ポンプ設備  一式
　　　　　　　給水管路工      一式

農業集落排水施設 上芳養地区農業集落排水施設公園設備整備事業 6,160 農 業 集 落
整備事業 　県道芳養清川線道路改良工事に伴い、移設工事を行う 排 水 事 業

特 別 会 計
　事業内容　　公園遊具撤去　　 １基　石碑移設　 一式 P308
              立木移設・植栽　 一式  街灯移設　 一式　
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