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

市有林撫育事業 市有林の整備 22,556 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

P62
　　森林環境保全整備事業
　　　龍神市有林（宮代） 　　　　　間伐 57.83ha
　　　　　　　　　　　　　　　　　 下刈 7.84ha
　　　　　　　　　　　　 植栽・歩道整備 5.00ha
　　　　　　　　　　　　 防護ネット設置 1,200ｍ
　　　中辺路市有林（兵生）　　　　 間伐 5.00ha
　　                    　   作業道開設 L=500ｍ
　　　中辺路市有林（石船）　　　　 下刈 1.01ha
　　　中辺路市有林（近露）　　　　 間伐 5.00ha
　　                    　   作業道開設 L=500ｍ
　　　大塔市有林（西大谷） 　　　　下刈 4.72ha

　　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（小松原） 　　間伐 3.00ha
　　　                        　　 皆伐 0.20ha 　
　　　                         　　植栽 0.20ha

ＪＲ紀伊田辺駅舎 ＪＲ西日本和歌山支社が行う紀伊田辺駅舎建替事業において 3,609 企 画 費
整備事業費負担金 市が要望した追加工事等に係る設計費用を負担する P63

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 P65
　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 7,000 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）
  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

テレビ難視聴対策 テレビ難視聴地域解消事業費補助金 961 市民生活費
  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 P68
　を解消するため、市内のテレビ共同受信施設組合等が行う
　次の事業に対して補助を行う

　　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
　　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戸当たりの負担が35千円
　　　　　　　を超える額の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）
　　実施組合　秋津川テレビ共同受信施設組合　137世帯

予算書ページ

-85-



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

更生保護事業への 更生保護施設全面改築事業費補助金（新規） 622 市民生活費
支援 　更生保護法人端正会の施設全面改築に対して助成を行う P68

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 P69
　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て補助を行う

　　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 29,025 
　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561千円限度の加算（国100％）

行政局改修事業 老朽化した中辺路行政局の改修を行う 5,800 行 政 局 費
P71～P72

　事業内容　屋上防水　281㎡

まろみ保育所解体 まろみ保育所園舎の解体撤去を行い、土地所有者へ土地を返 53,000 保 育 所 費
撤去事業 還する P99～P100

　
　事業内容　園舎解体撤去　887㎡
　　　　　　家屋事前調査　８件

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 P102

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％

田辺市高齢者複合 Ｈ８年の供用開始から20年が経過し、老朽化により設備等に 3,300 高齢者福祉
福祉施設たきの里 不具合が生じているため改修を行う 施設管理費
の改修 P103

　改修内容　給湯配管工  L=170ｍ
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

老人憩いの家「松 Ｈ28年度に発生した松風荘裏山の法面崩壊について、利用者 13,380 高齢者福祉
風荘」裏山の落石 の安全を確保するため、落石対策を行う 施設管理費
対策 　 P103

　事業内容　落石撤去　25㎥、落石防護網　76㎡

斎場整備事業 火葬炉の改修 4,200 斎 場 費
　老朽化による火葬炉１基の耐火レンガ積替え整備 P110

墓地整備事業 市営墓地の改修 2,500 環境衛生費
　芳養みどり墓地改修 P112
　 事業内容　L=58ｍ W=3.6～5.5ｍ

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） 113,525 
業費補助金 また、単独浄化槽から合併浄化槽への転換推進を図るため、

単独浄化槽撤去費用の補助を行う

　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

　Ｈ29年度　270基（一般浄化槽１基、環境配慮型269基）

単独浄化槽撤去費用補助
　補助額　90千円（上限）×20基

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 155,500 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 P114～P115
設延命化事業 機器類の更新を行い施設の延命化を図る

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 107,487 塵芥処理費
組合負担金 整備に向けて取り組む P116

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ32年度（予定）
　総事業費　5,933,322千円（概算）
　　　　　　　うち田辺市負担　1,874,872千円
  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　約20万㎥
　供用開始　Ｈ32年度（予定）
　Ｈ29年度　用地購入費、物件補償費ほか

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 P120
　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)
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

農業振興事業 施設園芸総合支援事業費補助金 5,000 農業振興費
　中山間地域の活性化や複合経営による所得安定化を図るた P120
　め、施設整備を行う農業者の支援を行う

　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

南紀用水事業 国営南紀用水施設管理費負担金 1,421 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 P121

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ30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
　Ｈ29年度　３基

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 27,208 農 業 施 設
整備事業費

P122

土地改良施設維持 県土地改良事業団体連合会拠出金 　         2,911千円 2,911 土 地 改 良
管理適正化事業 　東山パイロット畑かん施設ほか ５か所分 施 設 維 持

管理適正化
事 業 費
P122～P123

森林保全事業 世界遺産の森林を守ろう基金事業 1,000 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 P124
　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　31.15ha
　　Ｈ29年度　 6.50ha

間伐事業 間伐実施事業費補助金 16,600 
　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　　   71.10ha
　　間伐、更新伐　615.15ha

紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金 11,000 
　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
　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　423.00ha
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造林事業 恵みのやまづくり事業 11,000 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

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 16,000 
事業 て補助を行う

　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
　Ｈ29年度　20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 13,000 
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
  Ｈ29年度　作業道開設 L=6,500ｍ

飲料水供給施設整 飲料水供給施設等整備事業費補助金 5,000 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 35,000 林道舗装費
　宇井郷線、道湯川線 P127～P128

政城線舗装事業 124,995 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ29年度
　総事業費　308,602千円
　事業内容　L=12,992ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ29年度　アスファルト舗装　L=5,300ｍ W=3.5～4.0ｍ
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林道新設改良事業 川合湯ノ又線改良事業 199,751 林 道 新 設
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ29年度 改 良 費
　総事業費　343,404千円 P128
　事業内容　L=3,622ｍ W=4.0ｍ
　Ｈ29年度　モルタル吹付 23,222㎡

政城線改良事業 113,601 
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ29年度
　総事業費　199,229千円
　事業内容　L=1,674ｍ W=3.5～4.0ｍ
　Ｈ29年度　モルタル吹付 12,892㎡ほか

林道局部改良事業 市単独事業 1,791 林 道 局 部
　鉛山浅草線 改 良 費

P128

商店街活性化対策 商店街開業支援事業費補助金 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 P133
　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 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

川湯温泉観光施設 川湯温泉街に駐車場、公衆便所及び更衣室の整備を行う 1,500 観 光 費
整備事業 P134

　事業年度　Ｈ28年度～Ｈ30年度
　総事業費　72,688千円
　事業内容　駐車場整備
　　　　　　　用地購入1,335㎡、アスファルト舗装1,334㎡、
　　　　　　　パーキングブロック40台分、区画線500ｍ、
　　　　　　　立入防止柵180ｍ、階段設置１か所ほか
　　　　　　公衆便所及び更衣室整備
　　　　　　　木造平屋建て　延床面積32㎡
　　　　　　　　大便器３基、小便器１基、多目的便所ほか
　Ｈ29年度　設計業務
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街なかポケットパ 鬪雞神社周辺に休憩所となるポケットパークを整備し、観光 102,600 観 光 費
ーク整備事業 客の利便性向上を図る P134～P135

　事業年度　Ｈ28年度～Ｈ29年度
　総事業費　162,477千円
　事業内容　木造平屋建て　延床面積120㎡
　　　　　　　インフォメーションコーナー、休憩室、公衆
　　　　　　　便所
　　　　　　周辺整備
　　　　　　　平板舗装、コンクリート舗装、ベンチ、街路
　　　　　　　灯、植栽ほか

世界遺産追加登録 観光地域づくり支援事業（新規） 7,500 観 光 費
を生かした観光客 　世界遺産追加登録等に伴い増加している観光客の更なる誘 P136
の誘客促進 　客促進及び利便性向上を図るため、各種サービスを提供す

　る拠点施設の整備に対して支援を行う

　事業年度　Ｈ29年度
　対象経費　空き店舗等改修費用及び備品等整備費用
　補 助 率　補助対象経費の3/4以内

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

P138

道路舗装事業 市単独事業 26,900 道路舗装費
　湊神子浜１号線ほか２線 P141

道路新設改良事業 秋津川伏菟野線道路改良事業 46,254 道 路 新 設
　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ30年度 改 良 費
　総事業費　118,628千円 P141～P142
　事業内容　道路工 L=300ｍ W=5.0ｍ（うち橋梁 L=21.7ｍ）
　　　　　　測量・調査・設計、用地購入540㎡ほか
　Ｈ29年度　道路工 L=90ｍ W=5.0ｍ
　　　　　　用地購入540㎡、物件・樹木補償

あけぼの東山２号線道路改良事業 28,333 
　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ31年度
　総事業費　208,322千円
　事業内容　道路工（本線）　　 L=160ｍ W=9.5ｍ
　　　　　　　　  （取合道路)　L=250ｍ
　　　　　　測量・調査・設計、用地購入578㎡ほか
　Ｈ29年度　道路工 L=40ｍ、物件補償

堂の上線道路改良事業 33,448 
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度
　総事業費　209,823千円 
　事業内容　道路工 L=260ｍ W=5.0ｍ（うち橋梁 L=50ｍ）
　　　　　　測量・調査・設計、用地購入310㎡ほか
　Ｈ29年度　測量・調査・設計、用地購入310㎡、樹木補償

熊野川線排水対策事業 19,500 
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度
　総事業費　54,968千円
　事業内容　集水ボーリング L=524ｍ φ=40mm
　　　　　　水路工 L=276ｍ W=0.3～0.7ｍ
　　　　　　ふとんかご　　 L=672ｍ
　Ｈ29年度　集水ボーリング L=524ｍ φ=40mm
　　　　　　ふとんかご 　　L=121ｍ

その他市単独事業等 137,165 
　あけぼの17号線ほか21線
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道路局部改良事業 市単独事業 16,192 道 路 局 部
　新庄町92号線ほか３線 改 良 費

P142
橋梁新設改良事業 道路構造物定期点検事業 200,600 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 P143
　対　　象　橋梁（橋長２ｍ以上）1,005橋
　　　　　　トンネル13か所、ロックシェッド１か所
　Ｈ29年度　橋梁431橋

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 15,000 交 通 安 全
施設事業費

P144
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

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 184,245 河 床 整 備
う 事 業 費
　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度 P146
　事業箇所　熊野川（本宮町本宮地区）
　総事業費　356,320千円
　事 業 量　17万㎥
　Ｈ29年度　8.5万㎥

街路事業 県営事業負担金 3,334 街路事業費
　元町新庄線街路事業　20,000千円×1/6 P149～P150

外環状線（文里地区） 260,702 
　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ30年度
　総事業費　505,124千円
　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 1,224㎡、物件補償４件
　Ｈ29年度　用地購入 719㎡、物件補償２件
　　　　　　道路工 L=172ｍ W=14.0ｍ、埋立工 4,485㎥

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 3,800 住宅管理費
P153

　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　
　　Ｈ29年度実施　１棟２戸

常備消防施設整備 田辺消防署中辺路分署車庫の増築 1,500 常備消防費
事業 　事 業 費　1,500千円 P156

　事業内容　車庫設置工　30㎡

耐震性貯水槽の設置 18,700 
　断水時及び大規模火災に対応するため年次的に設置
　　湊　　　　　　40ｔ　１基
　　本宮町静川　　40ｔ　１基

消防用車両購入 120,000 
　救助工作車（田辺消防署）　１台
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消防団施設整備事 消防団車庫の移転 78,827 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  P158～P159

　し、建替えを行う

　請川分団車庫
　　事業内容　鉄骨造２階建て　200㎡
　　　　　　　車庫、待機室、便所、会議室
　　総事業費　81,774千円

消防用車両購入 30,600 消 防 団 費
　動力ポンプ付水槽車（富里分団）　 １台 20,500千円 P159
　普通ポンプ積載車  （新庄分団）　 １台  4,500千円
　軽四ポンプ積載車  （上山路分団） １台  2,800千円
　軽四ポンプ積載車  （中山路分団） １台  2,800千円

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、 6,200 小 学 校
舎増築事業 校舎を増築する 管 理 費

P167
　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ29年度
　総事業費　107,659千円
　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
　Ｈ29年度　周辺整備工事
　　　　　　　渡り廊下設置、アスファルト舗装

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 10,700 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

　Ｈ29年度　非構造部材耐震化工事設計 P168
中学校施設

　対 象 校　小学校２校　2,800千円 耐 震 改 修
　　　　　　　田辺第三小学校、新庄第二小学校 事 業 費
　　    　  中学校４校　7,700千円 P172
　　　　　　　東陽中学校、新庄中学校、衣笠中学校、
　　　　　　　中辺路中学校

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、 51,952 大坊小学校
業 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

P169
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度
　総事業費　523,262千円
　事業内容　校舎　木造一部鉄筋コンクリート造２階建て
　　　　　　　　　1,077㎡
　　　　　　　普通教室３室、図書室・ＰＣ教室、音楽室、
　　　　　　　校長室、職員室、保健室、多目的ホール、
　　　　　　　会議室ほか
　Ｈ29年度　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）
　　　　　　校舎建築工事（Ｈ29年度～Ｈ30年度債務負担）
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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、 68,774 三里小学校
業 老朽化した木造校舎を解体し、新校舎及び体育館を建築する 建 築 費

P169
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度
　総事業費　924,020千円
　事業内容　校舎・体育館・給食調理場　
　　　　　　鉄筋コンクリート造２階建て　2,230㎡
　　　　　　　普通教室４室、特別支援教室、図書室、
　　　　　　　音楽室、図工室、理科室、ＰＣ教室、校長室、
　　　　　　　職員室、保健室、会議室、家庭科室、多目的
　　　　　　　ホールほか
　Ｈ29年度　旧三里中学校
　　　　　　　校舎等解体撤去工事
　　　　　　　（Ｈ28年度～Ｈ29年度債務負担）
　　　　　　三里小学校
　　　　　　　校舎等建築設計
　　　　　　　（Ｈ28年度～Ｈ29年度債務負担）
　　　　　　　校舎等建築工事
　　　　　　　（Ｈ29年度～Ｈ30年度債務負担）

スクールバスの更 中学校 5,400 中 学 校
新 　本宮地区スクールバス（定員25人）　  　１台 ス ク ー ル

バス運行費
P172

近野中学校建築事 木造校舎耐震診断の結果、Iw値0.40と診断されたことから、 29,377 近野中学校
業 近隣の近野小学校敷地内に新校舎を建築し、近野小学校・中 建 築 費

学校併設校として整備を行う P172～P173

　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ30年度
　総事業費　129,107千円
　事業内容　校舎　木造平屋建て　193㎡
　　　　　　　普通教室２室、技術室
　　　　　　小学校校舎内部改修・周辺整備
　Ｈ29年度　小学校校舎内部改修工事
　　　　　　周辺整備工事
　　　　　　学校用備品購入
　　　　　　校舎等解体撤去設計　家屋事前調査

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 12,339 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 P177～P178

　を設置する

　防 護 柵　L=2,800ｍ H=1.8ｍ
　設置場所　龍神村（福井・宮代）

世界遺産等緊急保全対策事業費補助金 440 文 化 財 費
　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 P178
　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

　Ｈ29年度　鬪雞神社景観保全地区
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体育施設整備事業 体育施設の整備 17,000 体 育 施 設
　文里テニスコート　砂入り人工芝コート３面張替え 管 理 費

P193

林業施設災害復旧 現年度林業施設災害復旧事業 14,214 現年度林業
事業 　地滑り災害認定のための地質調査及び補助災害申請のため 施 設 災 害

　の測量、詳細設計の実施 復旧事業費
　　 P196
　　被災箇所　小広静川線

公共土木災害復旧 過年度公共土木災害復旧事業 6,800 過年度公共
事業 　三ツ又谷線 土 木 災 害

　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度 復旧事業費
　総事業費　69,460千円 P196
　事業内容　測量設計、道路工 L=230ｍ、W=3.0ｍ
　　　　　　水路工 L=340ｍ、W=2.0ｍ
　Ｈ29年度　測量設計

（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 26,700 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 P283～P284

　　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ29年度
　　総事業費　48,980千円
  　事業内容　配水池等防護柵設置、水位計・流量計更新、
　　　　　　　取水盤移設ほか

簡易水道施設改良 簡易水道事業統合準備事業 714,763 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 P284

　　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ29年度
　　総事業費　832,963千円
　　事業内容　簡易水道12施設に係る浄水施設、送水・配水
　　　　　　　施設等の整備、統合

  　Ｈ29年度　浄水・原水濁度計器整備　　　一式
　　　　　　　凝集剤注入量自動調節器整備　一式
　　　　　　　取水設備整備　　　　　　　　一式
  　　　　　　配水管路工、導水管路工　　　一式
　　　　　　　消火栓設置、給水管路工　　　一式　ほか

農業集落排水処理 農業集落排水処理施設整備事業 5,390 農 業 集 落
施設整備事業 　県道芳養清川線道路改良工事に伴い、支障となる公共ます 排 水 事 業

　の移設工事を行う 特 別 会 計
　また、県が行う芳養川河川整備事業に伴い、田尻橋撤去の P298
　際に支障となる排水管の移設工事を行う

　事業内容　　公共ます移設工　　　２基
　　　　　　　排水管移設工　　　　Ｌ=250ｍ  φ100mm

              

予算書ページ
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