
（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 12,300 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 P65

　行う

　　施工箇所　新庄町田鶴

　　施工内容　モルタル吹付 375㎡　　

市有林撫育事業 市有林の整備 8,849 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

P66

　　森林環境保全整備事業

　　　龍神市有林（橘川、和田）　　 間伐 73.34ha

　　　　　　　　　　　　　　　　　 下刈 12.27ha

　　　中辺路市有林（兵生）　　　　 間伐 8.00ha

　　                    　   作業道開設 L=500ｍ

　　　中辺路市有林（石船）　　　　 下刈 1.01ha

　　　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） 　　皆伐 0.20ha

　　　                         　　植栽 0.20ha

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 P69

　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 17,000 市民生活費

改修等補助金 に補助を行う P71

  新築　　　　　　　対象経費の2/3以内（上限8,000千円）

  改修　　　　　　　対象経費の2/3以内（上限2,666千円）

  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 津波避難タワー整備事業 219,236 防災対策費

　津波避難困難地域の解消対策として、津波避難タワーを整 P72

　備する

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ33年度

　　総事業費　1,007,482千円

　　整備地区　芳養、江川、会津川左岸、文里

　　Ｈ30年度　芳養地区　建築工事

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 防災行政無線の更新（新規） 22,000 防災対策費

　整備から20年経過している防災行政無線設備について、機 P72

　器の老朽化が著しく、アナログ方式であることから、デジ
　タル方式へ更新を行う

　　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ32年度
　　総事業費　720,000千円
　　整備地区　龍神地域、中辺路地域、大塔地域
　　Ｈ30年度　防災行政無線整備
　　　　　　　（Ｈ30年度～Ｈ32年度債務負担）

防災行政無線整備事業 5,200 
　難聴地域である芳養町地内に屋外受信子局を整備する

　　整備箇所　田辺市体育センター駐車場内
　　内　　容　屋外受信子局　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）

ブロック塀等耐震対策事業費補助金 1,000 
　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

津波避難ビル整備事業費補助金 20,000 防災対策費

　津波からの一時避難場所を確保し市民の生命を守るため、 P73

　津波災害警戒区域内における津波避難ビル整備に対して補
　助を行う

　　津波避難ビル整備事業
　　　対象条件　津波災害警戒区域内で市長が定める地域に
　　　　　　　　立地
　　　　　　　　避難場所が基準水位を超え安全を確保でき
　　　　　　　　る上層階に位置し、かつ、50㎡以上
　　　　　　　　建築物に係る次の基準を満たすもの
　　　　　　　　　津波に対して安全性を確保した構造で外
　　　　　　　　　部からの避難者が災害時に直接避難でき
　　　　　　　　　る安全な施設
　　　対象事業　①避難場所までの階段・スロープの設置
　　　　　　　　②避難場所及び階段・スロープへの非常用
　　　　　　　　　照明設備の整備
　　　　　　　　③屋上フェンスや避難誘導灯など津波避難
　　　　　　　　　ビルに必要なものの整備

（次ページへ）
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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 　　　補 助 率　4/5（補助限度額15,000千円）
（前ページから） 　　　　　　　　ただし、対象事業①・②のうち、平時は通

　　　　　　　　常の用途に供する部分は1/3

　　津波避難ビル機能保持事業
　　　対象条件　市と協定を締結している津波避難ビル
　　　対象事業　①避難場所までの階段・スロープの改修
　　　　　　　　②避難場所及び階段・スロープへの非常用
　　　　　　　　　照明設備の改修
　　　　　　　　③屋上フェンスや避難誘導灯など津波避難
　　　　　　　　　ビルに必要なものの改修
　　　補 助 率　1/2（補助限度額2,000千円）

住宅耐震改修事業費補助金 46,640 防災対策費
　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 P73
　の耐震改修を行うための設計費用及び工事費に対して総合
　的に補助を行う

　　補 助 率　耐震改修設計費
　　　　　　　　耐震改修設計費の1/3以内で
　　　　　　　　１棟当たり66千円限度（県1/2、市1/2）
　　　　　　　耐震改修工事費
　　　　　　　　耐震改修工事費の6/10以内で
　　　　　　　　１棟当たり600千円限度（県1/2、市1/2）
　　　　　　　　耐震改修工事費の4/10以内で
              　１棟当たり500千円限度（国）

　　Ｈ30年度  40棟

行政局改修事業 老朽化した中辺路行政局の改修を行う 13,700 行 政 局 費
P75～P76

　事業内容　屋上防水　359㎡
　　　　　　外壁塗装　 38㎡ほか

新庁舎整備事業 津波想定浸水域に位置し、耐震基準を満たしていない現庁舎 13,300 庁 舎 整 備
の移転整備に向けて取り組む 事 業 費

P79
　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ35年度（予定）
　総事業費　115億円（概算）
　候 補 地　東山（オークワオーシティ田辺店・紀伊田辺シ
　　　　　　ティプラザホテル敷地）
　構　　造　鉄筋コンクリート造６階建て　免震構造
　延床面積　15,500㎡（立体駐車場を除く）
　敷地面積　15,100㎡　
　（上記は候補地選定調査による想定）

　Ｈ30年度　基本計画策定、執務環境調査ほか

本宮保健福祉総合 本宮保健福祉総合センター高圧受電設備の改修を行う 3,000 福祉センタ
センター改修事業 ー等管理費
（新規） 　事業内容　電気設備工　　　　　一式 P98

　　　　　　コンクリート柱設置　１基
　　　　　　気中開閉器設置　　　１基
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

南部センター改修 南部センター駐車場の増設及び改修を行う 4,000 隣 保 館 費
事業（新規） P99

　事業内容　末広共同理髪所解体撤去　32㎡
　　　　　　コンクリート舗装　57㎡
　　　　　　フェンス設置　L=17ｍ　H=1.2ｍ　ほか
　整備内容　普通自動車用３台　軽自動車用２台
　　　　　　障害者用　　１台

学童保育所整備事 三栖学童保育所建築事業 66,840 児童福祉費
業 　児童が増加傾向にある三栖小学校に学童保育所を建築し、 P101

　保育環境の充実を図る

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度
　　総事業費　70,140千円
　　整備内容　木造２階建て　延床面積 211㎡
　　　　　　　　学童保育室、休養室、便所、倉庫等

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 P107

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 8,130 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 P108

　改修内容　給湯配管工  L=519ｍ

高齢者福祉施設耐 松風荘耐震改修事業 43,770 

震改修事業 　耐震診断の結果、Is値0.23と診断されたことから、耐震改

　修を行う

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度

　　総事業費　48,370千円

　　事業内容　設計、耐震改修工事

　　Ｈ30年度　耐震改修工事

斎場整備事業 火葬炉の改修 6,600 斎 場 費

　老朽化による火葬炉２基の耐火レンガ積替え整備 P116
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

斎場建設事業 現斎場の老朽化に対応するため、現有敷地内に新斎場を建設 344,196 斎場建設費

する P117

　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ32年度

　総事業費　1,345,418千円

　延床面積　1,448㎡
　事業内容　炉室、制御室、機械室、残骨灰室、飛灰室、

　　　　　　事務室、エントランスホール、告別ホール、

　　　　　　告別収骨室、待合ホール、待合室、便所等

　　　　　　火葬炉設備概要

　　　　　　　火葬炉数　　４基

　　　　　　　排気系列　　１炉１系列

　　　　　　　冷却設備　　空気希釈方式

　　　　　　　集塵機設備　バグフィルター方式

　Ｈ30年度　設計業務　　　（Ｈ29年度～Ｈ30年度債務負担）

　　　　　　造成工事　　　（Ｈ29年度～Ｈ30年度債務負担）

　　　　　　建築工事　　　（Ｈ30年度～Ｈ31年度債務負担）

　　　　　　火葬炉設備工事（Ｈ29年度～Ｈ31年度債務負担）

　　　　　　

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） 109,725 環境衛生費
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、 P117

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

　Ｈ30年度　260基（一般浄化槽１基、環境配慮型259基）

単独浄化槽撤去費用補助
　補助額　90千円（上限）×20基

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 111,835 塵芥処理費
組合負担金 整備に向けて取り組む P121

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ32年度（予定）
　総事業費　5,888,136千円（概算）
　　　　　　　うち田辺市負担　2,032,493千円
  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　Ｈ33年度（予定）
　Ｈ30年度　工損調査、埋立処分地整備工事ほか
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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 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 P125
　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
      　　　　防鳥ネット 54,000円/10ａ
　　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)

施設園芸総合支援事業費補助金（拡充） 3,500 

　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

　め、施設整備を行う農業者の支援を行う

　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ31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２ａ以上

　　　　　　施設の資材及び設置に係る事業費600千円以上

　補 助 率　1/3　上限1,000千円

　　　　　　ただし、新規就農者の場合 1/2 上限1,500千円

南紀用水事業 国営南紀用水施設管理費負担金 3,117 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 P126

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ30年度

　総事業費　146,744千円

　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

　Ｈ30年度　５基

万呂地区たん水調 万呂地区における大雨時のたん水被害を防止するため、各種 10,000 農 業 土 木

査 調査を行い、被害防止に向けた調査・検討を行う 総 務 費

P127

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 24,730 農 業 施 設

整備事業費

P127

中溝沿い道路改良事業 12,900 

　事 業 費　12,900千円

　事業内容　L=98ｍ W=4.5ｍ

　        　道路拡幅　L=98ｍ W=4.5ｍ

　　　　　　水路工　　L=66ｍ

　　　　　　アスファルト舗装　L=69ｍ W=4.5ｍ

　　　　　　コンクリート舗装　L=29ｍ W=2.0～2.4ｍ
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

土地改良施設維持 県土地改良事業団体連合会拠出金 　         2,931千円 2,931 土 地 改 良

管理適正化事業 　ゆけん谷排水路ほか ４か所分 施 設 維 持

管理適正化

事 業 費

P128

小規模土地改良事 三栖新池道路 13,990 小規模土地

業 　事 業 費　2,900千円 改良事業費

　事業箇所　中三栖 P128

　事業内容　コンクリート舗装　L=55ｍ　

田尻池

　事 業 費　1,500千円

　事業箇所　中芳養

　事業内容　防護柵設置  L=67ｍ　

二ツ池

　事 業 費　1,500千円

　事業箇所　神子浜一丁目

　事業内容　防護柵設置　L=45ｍ　

下畑農道

　事 業 費　1,400千円

　事業箇所　上秋津

　事業内容　コンクリート舗装　L=25ｍ　

渡瀬水路

　事 業 費　1,700千円

　事業箇所　本宮町渡瀬

　事業内容　水路改修　L=200ｍ　

芝田道路

　事 業 費　430千円

　事業箇所　上野

　事業内容　コンクリート舗装　L=87ｍ　

埴田道路

　事 業 費　610千円

　事業箇所　下三栖

　事業内容　コンクリート舗装　L=130ｍ　

内井原道路

　事 業 費　860千円

　事業箇所　中辺路町内井川

　事業内容　コンクリート舗装　L=140ｍ　

日向パイロット

　事 業 費　3,000千円

　事業箇所　上芳養

　事業内容　コンクリート舗装　L=60ｍ、暗渠工　L=450ｍ　

事 務 費　90千円
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

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 P129

　ァゾーンの間伐、林内整理等を行う

　　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ30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　37.65ha

　　Ｈ30年度　 6.50ha

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　　   20.00ha

　　間伐・ＴＰＰ  600.00ha

　　環境林間伐 　  31.11ha

紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金 8,300 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 P130

　植生が豊かな森林へと誘導することにより、洪水や渇水を

　緩和するとともに、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　333.10ha

　

造林事業 恵みのやまづくり事業 12,500 

　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 1,500 

　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

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 14,000 林業振興費

事業 織する団体及び林家に対して補助を行う P129

　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

  Ｈ30年度　作業道開設 L=7,000ｍ

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 10,500 林業振興費

事業 て補助を行う P130

　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

　Ｈ30年度　13路線

林業成長産業化推 林業及び木材産業の活性化を図るため、森林・林業基盤の整 26,699 

進事業 備や木材の安定供給の構築につながる施設・機械の整備に対

して補助を行う

　　事業主体　　　森林組合、林業事業体等

　　事業期間　　　Ｈ29年度～Ｈ33年度

 　 総事業費　　　135,307千円

　　事業内容　　　高性能林業機械導入　

　　補 助 率　　　1/3ほか　※導入機械により異なる

山村振興事業 山村地域力再生事業 7,716 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 P131
　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
　　Ｈ30年度
　　　①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　田辺市木炭生産者組合
　　　　事業箇所　秋津川
　　　　総事業費　1,810千円
　　　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　秋津川、中辺路町小皆
　　　　総事業費　1,440千円
　    ③菌床きくらげ栽培ハウスの整備 　 6,036千円
　　　　事業内容　栽培ハウス２棟
　　　　事業主体　伏菟野きくらげ生産組合
　　　　事業箇所　伏菟野
　　　　総事業費　9,056千円
　　負担割合　県1/3、市1/3、事業主体1/3
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

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） P131

　　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 69,436 林道舗装費
　虎ヶ峰坂泰線、フジ根線、宇井郷線、武住谷線 P133

東折川線舗装事業 54,510 
　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度
　総事業費　68,600千円
　事業内容　L=2,831ｍ W=3.0ｍ
　Ｈ30年度　アスファルト舗装　L=2,246ｍ W=3.0ｍ
 

林道新設改良事業 川合湯ノ又線改良事業 68,551 林 道 新 設
　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ30年度 改 良 費
　総事業費　311,902千円 P133～P134
　事業内容　L=3,622ｍ W=4.0ｍ
　Ｈ30年度　モルタル吹付 6,939㎡
            植生マット     445㎡

東折川線改良事業 42,301 
　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度
　総事業費　99,401千円
　事業内容　L=1,251ｍ W=3.0ｍ
　Ｈ30年度　モルタル吹付 4,475㎡

小森１号線改良事業（新規） 130,951 

　事業期間　Ｈ30年度

　事業内容　L=1,481ｍ W=3.6～4.0ｍ

　Ｈ30年度　モルタル吹付 14,625㎡

樅の木線開設事業（新規） 10,717 

　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ34年度

　総事業費　236,666千円

　事業内容　L=1,670ｍ W=3.5ｍ

　Ｈ30年度　測量設計、開設計画作成事業費負担金

政城線改良事業 40,368 

　事業期間　Ｈ26年度～Ｈ30年度

　総事業費　209,640千円

　事業内容　L=1,607ｍ W=3.5～4.0ｍ

　Ｈ30年度　モルタル吹付 4,277㎡

大熊線改良事業（新規） 18,181 

　事業期間　Ｈ30年度

　事業内容　L=290ｍ W=3.0ｍ

　Ｈ30年度　モルタル吹付 1,689㎡

            植生マット     174㎡
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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 小広静川線改良事業（新規） 124,951 林 道 新 設

　事業期間　Ｈ30年度 改 良 費

　事業内容　L=1,171ｍ W=3.5～4.0ｍ P133～P134

　Ｈ30年度　モルタル吹付 13,755㎡

            植生マット      301㎡

林道局部改良事業 市単独事業 5,599 林 道 局 部

　桃ノ川線、広見川線、谷口皆瀬川線 改 良 費

P134

漁港海岸整備事業 漁港海岸保全施設長寿命化計画の策定（新規） 24,000 漁 港 海 岸

　海岸保全施設のライフサイクルコストの縮減及び平準化を 整備事業費

　図るため、整備状況や老朽化状況を調査し、施設の長寿命 P137

　化計画を策定する

　　対象漁港　芳養漁港、内の浦漁港

田辺漁港海岸整備 県が行う海岸整備事業に合わせ、田辺漁港海岸（扇ヶ浜）に 9,700 

事業（新規） おいて遊歩道を整備する

　

　　事業内容　舗装工 　L=270ｍ　  W=1.5ｍ

企業誘致対策 オフィス施設等整備事業費補助金（新規） 27,102 商工振興費
　雇用の創出及び若者の定着を図るため、ＩＴ関連企業を誘 P139
　致するためのオフィス施設等の整備に対して補助を行う

　　事業主体　農業法人株式会社秋津野
　　事業年度　Ｈ30年度
　　対象経費　地域経済牽引事業計画に基づく施設整備
　　補 助 率　2/3　うち県 1/3

商店街活性化対策 商店街開業支援事業費補助金 5,000 
　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
　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 1,600 
　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）
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商工活性化事業 商工業活性化支援事業費補助金 4,500 商工振興費
　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 P139
　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

観光施設整備事業 ごまさんスカイタワー給水設備等整備事業（新規） 38,000 観 光 費
　Ｓ61年の整備から32年が経過し、老朽化が進んでいるごま P140～P141
　さんスカイタワーの給水設備等を更新する

　　事業内容　浄水設備整備
　　　　　　　　浄水設備整備、給水管路工、受水槽１基
　　　　　　　送水管改良
　　　　　　　　送水管路工　L=350ｍ　φ=50mm

川湯温泉観光施設整備事業 25,381 
　川湯温泉街に駐車場、公衆便所及び更衣室の整備を行う

　　事業年度　Ｈ28年度～Ｈ30年度
　　総事業費　75,415千円
　　事業内容　駐車場整備
　　　　　　　　用地購入、アスファルト舗装、区画線、
　　　　　　　　パーキングブロック、立入防止柵ほか
　　　　　　　公衆便所等整備
　　　　　　　　木造平家建て　延床面積 35㎡
　　　　　　　　　大便器４基、小便器１基、多目的便所
　　　　　　　　　一式、更衣室ほか
　　Ｈ30年度　公衆便所及び更衣室整備工事

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

P145

道路舗装事業 市単独事業 51,940 道路舗装費

　湊神子浜１号線ほか６線 P148

道路新設改良事業 秋津川伏菟野線道路改良事業 98,442 道 路 新 設

改 良 費

　事業期間　Ｈ27年度～Ｈ30年度 P148～P149

　総事業費　168,310千円 

　事業内容　道路工 L=303ｍ W=5.0ｍ（うち橋梁 L=22ｍ）

　　　　　　測量・調査・設計、用地購入437㎡ほか

　Ｈ30年度　道路工 L=137ｍ W=5.0ｍ（うち橋梁 L=22ｍ）

　　　　　　旧橋撤去工
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道路新設改良事業 堂の上線道路改良事業 60,100 道 路 新 設

改 良 費

　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度 P148～P149

　総事業費　209,833千円 

　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

　Ｈ30年度　道路工 L=100ｍ W=5.0ｍ

　　　　　　橋梁下部工

兵生線道路改良事業（坂泰隧道改修）（新規） 17,200 

　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ32年度

　総事業費　204,101千円

　事業内容　坂泰隧道改修　L=266ｍ

　Ｈ30年度　測量・調査・設計

本宮湯の峰渡瀬線道路改良事業（新規） 16,000 

　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ35年度

　総事業費　76,000千円

　事業内容　道路工 L=2,050ｍ W=4.3ｍ

　　　　　　測量・設計ほか

　Ｈ30年度　測量・設計、道路工 L=300ｍ

その他市単独事業等 261,107 

　あけぼの17号線ほか34線

道路局部改良事業 市単独事業 30,704 道 路 局 部

　明洋43号線ほか６線 改 良 費

P149

橋梁新設改良事業 元町江川文里港線（田辺大橋）耐震事業 203,100 橋 梁 新 設

改 良 費

　事業期間　Ｈ24年度～Ｈ30年度 P149～P150

　総事業費　301,202千円

　事業内容　橋脚補強工５基、支承補強工、塗装工

　Ｈ30年度　支承補強工、塗装工

県営事業負担金 22,680 

　県実施の河川改修事業（橋梁架替え）に際し、橋梁の狭小

　な幅員を解消するため、拡幅に係る費用を負担する

　対　　象　中芳養25号線（田尻橋）

　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ31年度

　市負担額　73,920千円
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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

P151

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 あけぼの東山１号線自歩道整備事業 26,461 歩 道 新 設

　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ34年度 事 業 費

　総事業費　667,226千円 P151

　事業内容　自歩道整備工 L=70ｍ W=3.0ｍ

　　　　　　ボックスカルバート設置工 H=2.5ｍ W=3.0ｍ

　　　　　　測量・設計、用地購入309㎡、物件補償ほか

　Ｈ30年度　工事協定、用地購入、物件補償

三栖67号線歩道整備事業 62,159 

　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ32年度

　総事業費　167,975千円

　事業内容　歩道整備工 L=500ｍ W=2.0ｍ

　　　　　　測量・設計、用地購入1,025㎡、物件補償ほか

　Ｈ30年度　歩道整備工 L=110ｍ、用地購入407㎡、物件補償

　　　　　　ほか

水路新設改良事業 尾の崎排水ポンプ整備事業 39,000 水 路 新 設

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ30年度  改 良 費

　総事業費　461,516千円 P153

　事業内容　ゲートポンプ４基、マンホールポンプ２基、

　　　　　　電気設備一式、測量・設計、用地購入20㎡、

　　　　　　物件補償ほか

　Ｈ30年度　マンホールポンプ２基、電気設備一式

上屋敷地区等浸水実態調査（新規） 15,000 

　調査地区　上屋敷一丁目ほか

　調査内容　モニタリング調査

　　　　　　　降雨時において水路内の水位上昇を観測する

　　　　　　雨量流出解析

　　　　　　　モニタリング調査によるデータを基に、降雨

　　　　　　　シミュレーションにより、浸水状態を再現し

　　　　　　　問題点等を整理する

河床整備事業 Ｈ23年台風12号災害で熊野川に堆積した土砂の除去を行う 16,600 河 床 整 備

事 業 費

　事業期間　Ｈ30年度 P153

　事業箇所　熊野川（本宮町本宮地区）

　総事業費　16,600千円

　事 業 量　１万㎥
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空家対策事業 不良空家等除却事業 5,000 都 市 計 画

　地域住民の生活環境の改善を図るため、倒壊等の危険性の 総 務 費

　ある空家等を解体除却する経費に対して補助を行う P156

　　対 象 者　認定不良空家等の所有者等として登録されて

　　　　　　　いる者

　　対象物件　市内に所在する建築物で、居住等の使用がさ

　　　　　　　れなくなった日から１年経過した物件居住の

　　　　　　　用に供する建築物、床面積の1/2以上が専ら

　　　　　　　居住の用に供する建築物又は近隣への影響度

　　　　　　　が高い不良建築物

　　補助金額　実費又は国の標準単価に延べ面積を乗じた額

　　　　　　　のいずれか少ない金額に2/3を乗じた金額

　　　　　　　（補助限度額500千円）

街路事業 外環状線（文里地区） 10,382 街路事業費

P156

　事業期間　Ｈ23年度～Ｈ33年度

　総事業費　507,796千円

　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

　Ｈ30年度　文里港海岸高潮対策県営事業負担金

景観まちづくり刷 景観まちづくり刷新事業費補助金 243,055 景 観

新事業 　世界遺産である鬪雞神社を核とした景観整備と駅前空間の まちづくり

　刷新に取り組む 刷新事業費

P156

　　事業主体　田辺市景観まちづくり刷新協議会

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ31年度

　　総事業費　1,176,892千円

　　事業内容　①田辺駅前商店街外観修景整備事業

　　　　　　　②市街地活性化施設整備事業

　　　　　　　③街なかポケットパーク整備事業

　　　　　　　④鬪雞神社周辺の舗装美装化事業

　　　　　　　⑤鬪雞神社景観保全地区内整備事業

　　　　　　　⑥ＪＲ紀伊田辺駅舎外観修景整備事業

鬪雞神社周辺の舗装美装化事業 32,000 

　鬪雞神社の参道及び観光客の周遊ルートとなる鬪雞神社周

　辺の宮路通りから南方熊楠顕彰館を結ぶ市道の舗装美装化

　を実施する

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度

　　総事業費　90,000千円

　　事業内容　舗装設計、舗装美装化工事

　　　　　　　L=480ｍ W=5.0～9.0ｍ

　　Ｈ30年度　舗装美装化工事

　　　　　　　L=130ｍ W=9.0ｍ
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

景観まちづくり刷 田辺駅前商店街外観修景整備事業 199,642 景 観

新事業 　田辺駅前商店街の外観修景に取り組む まちづくり

刷新事業費

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ31年度 P156

　　総事業費　606,790千円

　　事業内容　商店街北側歩道整備

　　　　　　　商店街南側歩道整備

　　　　　　　アーケード撤去及びシェード整備

　　　　　　　電柱・電線類修景整備

　　Ｈ30年度　コンクリート舗装　　 L=151ｍ W=2.8ｍ

　　　　　  　シェード整備工　　 　L=151ｍ H=3.0ｍ

　　　　　  　管路工設計業務、管路工、物件補償

市街地活性化施設整備事業 126,270 

　本市の玄関口であるＪＲ紀伊田辺駅前に、街なか情報や免

　税手続サービスなどを提供する施設を整備する

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ31年度

　　総事業費　243,963千円

　　事業内容　鉄骨造２階建て　324㎡

　　　　　　　　免税手続カウンター、休憩所、便所、事務

　　　　　　　　所、物産販売スペースほか

　　Ｈ30年度　施設建築工事、施工監理、土地借料

公園施設改修事業 市管理の公園施設の改修を行う 4,900 公園管理費

（新規） 　駅前広場舗装工事 P157

　　事業内容　アスファルト舗装　L=27ｍ　W=3.0ｍ

　大戸台公園法面補修工事

　　事業内容　ラス張工　　560㎡

扇ヶ浜公園整備事 扇ヶ浜公園に植芝盛平翁の顕彰施設を備え、緊急避難場所と 290,292 扇ヶ浜公園

業 しての機能を付加した武道館を整備するとともに、老朽化に 整備事業費

伴う公園の再整備を行う  P158

 

　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ31年度

　総事業費　2,116,162千円

　整備面積　9,600㎡

　事業内容　武道館整備　鉄骨鉄筋コンクリート造３階建て  

　　　　　　　　　　　　5,393㎡  

　　　　　　　メインアリーナ、サブアリーナ、観覧席、植

　　　　　　　芝盛平翁顕彰施設、本部・放送室、会議室、

　　　　　　　事務室、機械室、便所、更衣室、収納庫、テ

　　　　　　　ラス、ピロティほか  

　　　　　　公園整備

　　　　　　　広場整備　1,500㎡　

　　　　　　　遊具設置、ステージ設置、公衆便所設置ほか

　Ｈ30年度　武道館建築設計業務

　　　　　　（Ｈ29年度～Ｈ30年度債務負担）  

　　　　　　武道館展示設計業務  

　　　　　　（Ｈ29年度～Ｈ30年度債務負担）

　　　　　　武道館建築工事  

　　　　　　（Ｈ30年度～Ｈ31年度債務負担）  

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

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 81,150 住宅管理費

P160

　天神１団地屋上防水工事  

　　天神１団地：Ｓ48～50年簡易耐火構造２階建て  

　　　　　　　　全25棟50戸  

　　Ｈ30年度実施　５棟10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　  

　　Ｈ30年度実施　２棟４戸  

　浜ちどり団地外壁改修工事  

　　浜ちどり団地：Ｓ49年鉄筋コンクリート造４階建て  

                全32戸  

　　Ｈ30年度実施　外壁改修工事  

　寿団地外壁改修工事  

　　寿団地：Ｓ58年鉄筋コンクリート造３階建て  

                全18戸  

　　Ｈ30年度実施　外壁等改修工事  

　文乃里団地スロープ設置工事  

　　文乃里団地：Ｓ59年鉄筋コンクリート造３階建て 

                全18戸

　　Ｈ30年度実施　スロープ設置工事

公営住宅建築事業 火災により焼失した鮎川下附３団地を再建築し、公営住宅の 20,300 

充実を図る

　事業内容　木造２階建て　１棟　71㎡

常備消防施設整備 耐震性貯水槽の設置 19,300 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 P163

　　中辺路町栗栖川　40ｔ　１基

　　本宮町切畑　　　40ｔ　１基

消防用車両購入 28,000 

　高規格救急車（本宮分署）　１台

消防団施設整備事 消防倉庫の解体撤去 1,200 消 防 団 費

業 　市道稲成町20号線の道路横に設置している消防倉庫の撤去  P166

　を行う

　　事業内容　倉庫解体撤去工　一式

栗栖川分団車庫建築事業（新規） 62,857 

　Ｓ46年建築の栗栖川分団車庫の建替えを行う

　　事業内容　鉄骨造２階建て　延床面積150㎡

　　　　　　　　車庫、待機室、便所

　　　　　　　車庫解体撤去工　一式
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

消防団施設整備事 請川分団請川車庫の解体撤去 3,800 消 防 団 費

業 　大雨等による浸水被害が想定される請川分団車庫の移転に P166

　伴い、請川分団請川車庫の解体撤去を行い、土地所有者へ

　土地を返還する

　　事業内容　車庫解体撤去工　一式

消防用車両購入 36,000 

　消防ポンプ自動車  （第３分団）　 １台 15,500千円

　動力ポンプ付水槽車（三川分団）　 １台 20,500千円

小中学校施設整備 小学校 16,800 小 学 校

事業 　稲成小学校 屋外便所増改築事業 管 理 費

P174

中学校 31,900 中 学 校

　新庄中学校 校舎屋根改修事業 管 理 費

P178

小中学校空調設備 児童生徒の学習環境等を整えるため、普通教室へ空調設備を 48,700 小 学 校

整備事業（新規） 整備する 管 理 費

P174
　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ32年度 中 学 校

　総事業費　1,399,650千円 管 理 費

　Ｈ30年度　設計業務　小学校18校　27,770千円 P178
　　　　　　　　　　　中学校13校　20,930千円

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 143,920 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
　Ｈ30年度　非構造部材耐震化設計、対策工事 P176
　対 象 校　非構造部材耐震化設計　 中学校施設

　　　　　　　小学校４校　5,700千円 耐 震 改 修

　　　　　　　　三栖小学校、上秋津小学校、上芳養小学校、 事 業 費
　　　　　　　　近野小学校 P180
　　　　　　　中学校２校　3,500千円
　　　　　　　　上芳養中学校、本宮中学校
　　　　　　非構造部材耐震化工事
　　　　　　　小学校２校　38,210千円
　　　　　　　　田辺第三小学校、新庄第二小学校
　　　　　　　中学校４校　96,510千円
　　　　　　　　東陽中学校、新庄中学校、衣笠中学校、
　　　　　　　　中辺路中学校

学校施設耐震改修 秋津川小学校校舎耐震改修事業 19,750 小学校施設

事業 　木造校舎耐震診断の結果、Iw値0.46（倒壊する可能性が高 耐 震 改 修

　い）と診断されたことから、耐震改修を実施する 事 業 費
　 P176
　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度
　　総事業費　21,450千円
　　事業内容　設計、耐震改修工事
　　Ｈ30年度　耐震改修工事

-110-



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

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、 378,462 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

P176
　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度
　総事業費　490,423千円
　事業内容　校舎　木造一部鉄筋コンクリート造２階建て
　　　　　　　　　1,075㎡
　　　　　　　普通教室３室、生活科室、音楽室、校長室、
　　　　　　　図書室・ＰＣ教室、職員室、保健室、多目
　　　　　　　的ホール、会議室ほか
　Ｈ30年度　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）
　　　　　　学校用備品購入

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、 736,919 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

P176

　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ31年度

　総事業費　918,337千円

　事業内容　校舎・体育館・給食調理室　

　　　　　　鉄筋コンクリート造２階建て　2,209㎡

　　　　　　　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

　　　　　　　室ほか

　Ｈ30年度　三里小学校

　　　　　　　校舎等建築工事

　　　　　　　（Ｈ29年度～Ｈ30年度債務負担）

　　　　　　　周辺整備工事

　　　　　　　学校用備品購入

　　　　　　　既存小学校校舎等解体撤去設計

　　　　　　　給食調理室における厨房機器及び調理器具等

　　　　　　　購入

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、 43,860 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 P180

　事業期間　Ｈ28年度～Ｈ30年度

　総事業費　138,726千円

　事業内容　校舎　木造平家建て　193㎡

　　　　　　　普通教室２室、技術室

　　　　　　小学校校舎内部改修・周辺整備

　Ｈ30年度　旧校舎等解体撤去工事　家屋事後調査

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 11,620 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 P184～P185

　を設置する

　防 護 柵　L=2,600ｍ H=1.8ｍ

　設置場所　龍神村（小又川・西・殿原）
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　　　　（単位 千円）
事　　　項   内                        容 金　　額 予算書ページ

公民館施設耐震改 耐震診断の結果、Is値0.53と診断されたことから、耐震改修 10,200 公 民 館 費

修事業（新規） を行う P187

　中辺路コミュニティセンター耐震改修事業　2,500千円

　　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ31年度

　　総事業費　28,100千円

　　事業内容　設計、耐震改修工事

　　Ｈ30年度　設計業務

　大塔総合文化会館耐震改修事業　　　　　　7,700千円

　　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ31年度

　　総事業費　132,400千円

　　事業内容　設計、耐震改修工事

　　Ｈ30年度　設計業務

児童館施設耐震改 耐震診断結果を踏まえ、児童生徒及び地域住民等が安心して 260,100 児 童 館 費

修事業 利用できるよう耐震改修工事等を実施する P193

　末広児童館耐震改修事業　100,100千円

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度

　　総事業費　105,600千円

　　事業内容　設計、耐震・大規模改修工事

　　Ｈ30年度　耐震・大規模改修工事

　天神児童館耐震改修事業　160,000千円

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度

　　総事業費　170,400千円

　　事業内容　設計、耐震・大規模改修工事

　　Ｈ30年度　耐震・大規模改修工事

美術館改修事業 熊野古道なかへち美術館改修事業 32,900 美 術 館

（新規） 　Ｈ10年の供用開始から19年が経過し、老朽化により設備等  運 営 費

　に不具合が生じているため改修を行う P196

　　総事業費　32,900千円

　　事業内容　空調設備工　室外機２台、室内機２台

　　　　　　　展示室天井改修工　208㎡　ほか

大塔体育館耐震改 耐震診断の結果、Is値0.53と診断されたことから、耐震改修 4,250 体 育 施 設

修事業（新規） を行う 管 理 費

P201

　　事業期間　Ｈ30年度～Ｈ31年度

　　総事業費　53,050千円

　　事業内容　鉄筋コンクリート造２階建て　1,068㎡

　　　　　　　天井部　水平ブレース補強

　　　　　　　開口部　鉄骨フレーム補強

　　Ｈ30年度　耐震改修設計
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体育施設整備事業 田辺スポーツパーク野球場防球ネットの整備 185,000 体 育 施 設

　田辺スポーツパーク来場者の安全性の向上を図るとともに、 管 理 費

　野球場を安心して使用できるよう防球ネットを整備する P201

　　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ30年度

　　総事業費　188,240千円

　　事業内容　防球ネット設置　L=178ｍ H=28～30ｍ

　　Ｈ30年度　設置工事

林業施設災害復旧 現年度林業施設災害復旧事業 400,000 現年度林業

事業 　小広静川線 施 設 災 害

　　事業内容　アンカー工        205本 復旧事業費

　　　　　　　法面保護工      5,583㎡　ほか P204

　　事 業 費　400,000千円

過年度林業施設災害復旧事業 83,222 過年度林業

　武住谷線 施 設 災 害

　　事業内容　法面保護工　　  4,192㎡ 復旧事業費

　　　　　　　排水施設工　    L=56ｍ P205

　　　　　　　樹木補償

　　事 業 費　83,222千円

公共土木災害復旧 過年度公共土木災害復旧事業 61,000 過年度公共

事業 　対　　象　三ツ又谷線、中ノ谷川 土 木 災 害

　事業期間　Ｈ29年度～Ｈ31年度 復旧事業費

　総事業費　89,800千円 P205

　事業内容　道路工 L=236ｍ、水路工 L=220ｍ、護岸工262㎡

　　　　　　ほか

　Ｈ30年度　道路工 L=236ｍ、水路工 L=220ｍ

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

農業集落排水処理 県が行う芳養川河川整備事業に伴い、田尻橋撤去の際に支障 4,742 農 業 集 落

施設整備事業 となる排水管の移設工事を行う 排 水 事 業

　 特 別 会 計

　事業内容　 排水管移設工　本管撤去　　Ｌ=90ｍ  φ100mm P295

　　　　　 　　　　　　　　仮設管設置　Ｌ=160ｍ φ100mm

              

漁業集落排水処理 国が行う田辺西バイパスの整備工事に伴い、支障となる排水 6,730 漁 業 集 落

施設整備事業 管の移設工事を行う 排 水 事 業

　 特 別 会 計

　事業内容　 排水管移設工　本管撤去　　Ｌ=267ｍ φ75mm P318

　　　　　 　　　　　　　　仮設管設置　Ｌ=148ｍ φ75mm
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