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所属：　  建　設　課

国・県
支出金

地方債 その他

7.土木費 継続 土木総務事業 1,200 0 0 0 1,200
1.土木管理費 　・需用費（消耗品費・光熱水費・修繕料） 70 千円
1.土木総務費 　　　消耗品費（事務用消耗品） 20 千円

  　　光熱水費（ふるさと海岸公園水道代） 20 千円
　　　修繕料(車両修繕料） 30 千円
　・役務費（車検・代行手数料・自動車保険料） 186 千円
　　　手数料（車検代行手数料）　80,000円 80 千円
　　　火災・自動車保険料 106 千円
　・委託料（ふるさと海岸芝等管理委託料） 150 千円
　・使用料及び賃借料 612 千円
　　　下水道使用料30,000円　浚渫借上料180,000円 210 千円
　　　車両リース料　33,480円×12=401,760円 402 千円
　・負担金、補助及び交付金 175 千円
　　　道路整備促進期成同盟会負担金　ほか7件 175 千円
　・公課費（自動車重量税） 7 千円

7.土木費 継続 道路維持管理事業 58,181 100 0 32,000 26,081
　・旅費（普通旅費) 92 千円

2.道路橋梁費 　・需用費 25,384 千円
1.道路維持費 　　　消耗品（土木資材、その他消耗品他） 100 千円 その他

　　　燃料費（業務用自動車） 50 千円 基金繰入金
　　　光熱水費（街路灯電気代他） 6,084 千円 32,000千円
　　　修繕料（道路・車輌・街路灯修繕、交通安全施設） 19,150 千円 ＬＥＤ街路灯
　・役務費 1,152 千円 県補助(新設）
　　　手数料（車検、高所立木伐採手数料ほか） 998 千円 100千円
　　　火災・自動車保険料 154 千円
　・委託料 8,653 千円
　　　道路台帳補正業務委託 6,500 千円
　　　街路樹管理委託 2,000 千円
　　　赤碕駅南公衆トイレ清掃委託料 153 千円
　・使用料及び賃借料（町道補修機械借上料） 330 千円
　　　使用料 30 千円
　　　借上料 300 千円
　・工事請負費 16,000 千円
　　　町道立石一畑線法面改修工事　ほか４件 16,000 千円
　・原材料費（町道補修材料） 2,000 千円
　・公有財産購入費（逢束東町線国道取り合部） 1,500 千円
　・負担金、補助及び交付金 500 千円
　　　土木施設愛護ボランティ団体活動交付金　25,000円×20部落 500 千円
　･補償、補填及び賠償金（町道立石一畑線立ち木ほか） 2,500 千円
　・公課費（自動車重量税） 70 千円

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

○町道の管理及び維持補修、道路改良を実施し、町民の安全確保と交通の利便を図る。

事業名 事業内容

○各種事業推進負担と町民の人命財産を守るため急傾斜地崩壊対策の推進を図る。

摘要
特定財源

一般
財源
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所属：　  建　設　課

国・県
支出金

地方債 その他

7.土木費 継続 道路等改良整備事業 617,980 371,800 206,200 900 39,080
2.道路橋梁費 　・賃金 1,813 千円
2.道路新設 　　　臨時職員賃金　6,800円×263日 1,789 千円

改良費 　　　通勤手当　2,000円×12月 24 千円
　・需用費 1,250 千円
　　　消耗品費(コピー用紙代、カラープリンタートナー） 850 千円
　　　燃料費（公用車燃料費） 400 千円
　・役務費（CADソフトライセンス料） 33 千円

　・委託料 249,700 千円
　　　町道小学校松谷線道路改良工事測量設計業務 3,000 千円
　　　町道佐崎線道路改良工事測量設計業務 10,000 千円 交付金事業
　　　町道別所中線踏切測量設計業務 8,000 千円 60％国費
　　　町道浦安駅前線道路改良工事測量設計業務 5,000 千円 355,800千円
　　　町道笠見1号線道路改良工事測量設計委託料 3,000 千円
　　　町道向原橋ほか橋梁修繕工事測量設計業務 8,000 千円 釛上野線橋梁
　　　町道釛上野線橋梁耐震化設計委託料 182,700 千円 耐震化事業
　　　町道立子大熊線（高岡工区）測量設計業務委託料 10,000 千円 県負担金
　　　橋梁法定点検業務 20,000 千円 16000千円
　・使用料及び賃借料 1,184 千円
　　　土木積算システム賃借料 577 千円 起債
　　　図面用コピー機リース料 415 千円 40％＊0.9
　　　パフォーマンスチャージ料 192 千円

　・工事請負費 302,000 千円
　　　町道大杉線ほか舗装修繕工事 20,000 千円
　　　町道赤碕駅南二号線道路新設工事 16,000 千円
　　　町道別所中線道路改良工事 74,000 千円
　　　町道鈴ヶ野線道路改良工事 30,000 千円
　　　町道立子大熊線（国主工区）道路改良工事 20,000 千円
　　　町道八幡坂線側溝改修工事 22,000 千円
　　　町道梅田部落南線道路改良工事 15,000 千円
　　　町道別所東線道路改良工事 55,000 千円
　　　向原橋ほか橋梁修繕工事 32,000 千円
　　　町道中尾二軒屋線道路改良工事 10,000 千円
　　　町道発坂線道路改良工事 8,000 千円
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○道路改良整備を実施し、交通の安全と利便を図る。

事業計画の概要

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要特定財源 一般
財源
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所属：　  建　設　課

国・県
支出金

地方債 その他

7.土木費 道路等改良整備事業
2.道路橋梁費 　・公有財産購入費（土地） 25,000 千円
2.道路新設 　　　町道別所東線･荒神谷線道路改良工事 25,000 千円

改良費
　・負担金、補助及び交付金 1,000 千円
　　　街路灯新設事業補助金　10,000円×10基 100 千円
　　　立子大熊線山村代行県負担金 900 千円 事業費の5％
　・補償、補填及び賠償金 20,000 千円
　　　町道別所東線道路改良工事に伴う支障物件移転 20,000 千円

　・積立金 16,000 千円 県委託金の
　　　町道釛上野線橋梁耐震化事業に伴う県負担分を積立 16,000 千円 8%
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事業計画の概要

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要
特定財源

一般
財源
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所属：　  建　設　課

国・県
支出金

地方債 その他

7.土木費 継続 除雪対策事業 10,000 1,000 0 0 9,000
2.道路橋梁費 　・需用費 1,834
3.除雪対策費 　　　消耗品費　（タイヤチェーン・エッジ・凍結防止剤ほか） 1,000 千円

　　　燃料費　（除雪車燃料費） 500 千円
　　　光熱水費　（除雪車庫電気代・水道代） 34 千円
　　　修繕料　（除雪車とう修繕料） 300 千円 県道除雪受託
　・役務費 3,348 千円 1,000千円
　　　手数料　（車両検査手数料　6台） 2,890 千円
　　　火災保険料　（除雪車庫　大父、松谷） 6 千円
　　　自動車保険料　（除雪車任意保険・自賠責保険） 452 千円
　・委託料 2,818 千円
　　　除雪業務委託料 2,650 千円
　　　融雪装置管理委託料（小学校松谷線、浦安光好線） 168 千円
　・使用料及び賃借料 2,000 千円
　　　除雪作業車借上料　１２台 0 千円
　　　除雪作業者借上保証 2,000 千円
　・公課費 0
　　　自動車重量税（ダンプトラック） 0 千円

7.土木費 継続 河川維持管理事業 6,600 0 0 6,600
3.河川費 　・修繕料 300 千円

1.河川維持費 　・借上料　　河川清掃等機械借上げ 100 千円

　・工事請負費 6,000 千円
　　　浦安10区水路改修工事 2,500 千円
　　　倉坂水路改修工事 2,500 千円
　　　JA宿舎前（八橋1区）水路改修工事 1,000 千円

　・原材料費（河川・水路修繕材料代） 200 千円
　　　　　河川・水路修繕材料代 200 千円

7.土木費 新規 ヲナガケ川改修事業 151,000 0 151,000 0 0 ○河川改修により浸水被害を防止し、町民の安全を図る。
3.河川費 　・工事請負費
2.河川新設 　　ヲナガケ川排水路整備工事 130,000 千円 自然災害防止債

　　　　　・改修費 100％充当
　・補償、補填及び賠償金
　　下水道移転補償金 21,000 千円
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事業計画の概要

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要
特定財源

一般
財源

○生活道路の安全確保のため１２月から３月まで冬期間の除雪を実施し、住民の安全を図る。

○水路改修を行うことにより、災害を未然防止し、町民の安全を図る。
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所属：　  建　設　課

国・県
支出金

地方債 その他

7.土木費 継続 一般管理費 4,110 3,026 0 0 1,084 国　
4.都市計画費 　・報酬（都市計画審議会委員報酬） 2,000円×10人×２回 40 千円 2,020千円
1.都市計画 　・需用費（事務用消耗品・図書追録等） 20 千円 県　

総務費 　・委託料 890 千円 1,006千円
　　琴浦町木造住宅耐震診断事業委託料
　　　住宅・耐震診断（一般診断、図面なし）上限 111,240円／8戸
　　　　補助率　国1/2　県1/4　町1/4　所有者なし
　･負担金、補助及び交付金 3,160 千円
　 補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金）
　　住宅・耐震設計　上限240,000円
　　　　補助率　国1/3　県1/6　町1/6　所有者1/3
　　　 160,000円×1戸 160 千円
　　住宅・耐震改修　補助上限1,000千円　補助事業費の43％　
　　　 国21.5%　県10.75%　町10.75%　所有者57%
　　　1,000,000円×1戸 1,000 千円
　　建築物・耐震診断　事業費上限3,000千円　　民間
　　補助率　国1/3　県1/6　町1/6　所有者1/3
　　　2,000,000円×1戸 2,000 千円

7.土木費 継続 小公園管理事業 3,262 0 0 0 3,262
4.都市計画費 　・需用費 1,508 千円
2.公園費 　　　消耗品費（維持管理消耗品） 150 千円

　　　光熱水費（電気・水道代） 358 千円
　　　修繕費（公園施設、設備、遊具等修繕） 1,000 千円
　・役務費 528 千円
　　　手数料（いなり公園浄化槽管理・法定検査、及び遊具点 463 千円
　　　火災保険料（いなり公園・逢束ふれあい広場・きらり公園） 36 千円
　　　保険料（赤碕ふれあい広場傷害保険） 29 千円
　・委託料 1,112 千円
　　　公園施設清掃管理委託料　（逢束ふれあい広場、いなり 612 千円
　　　　　　　　　　　　　　八橋公園・赤碕ふれあい広場・きらり公
　　　樹木剪定等委託料 500 千円
　・使用料及び賃借料 114 千円
　　　公共下水道使用料　（逢束ふれあい広場、きらり公園、 104 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳万公園、荒神公園）
　　　公園管理機械借上料　（芝刈機等） 10 千円
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○各種都市計画事業、住宅建築物の耐震化事業の推進を図る。

○都市公園、小公園の維持管理を行う。

事業計画の概要

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要
特定財源

一般
財源
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所属：　  建　設　課

国・県
支出金

地方債 その他

7.土木費 継続 住宅管理事業 18,630 1,365 0 22 17,243
　・賃金 1813 千円
　　　臨時職員　6800円×263日＝1,788,400円 1789 千円
　　　通勤手当　2000円×12=24,000円 24 千円 社会資本整備

5.住宅費 　・需用費 11,973 千円 総合交付金
1.住宅管理費 　　　消耗品費（事務、維持管理消耗品） 900 千円 537千円

　　　燃料費　公用車燃料 90 千円
　　　印刷製本費（納付書・封筒等） 100 千円
　　　光熱水費（電気・水道代） 883 千円 県住宅管理
　　　修繕料（住宅修繕料） 10,000 千円 委託金
　・役務費 2,341 千円 828千円
　　　通信運搬費（とうはくハイツエレベーター電話料） 33 千円
　　　手数料　 696 千円 その他
　　　　　　貯水槽清掃手数料　（一里松、東伯、浦安団地） 232 千円 22千円
　　　　　　簡易水道検査手数料　（東伯団地） 17 千円
　　　　　　浄化槽法定検査手数料　（一里松、東山、城山団地） 57 千円
　　　　　　遊具点検手数料　（コーポラス、一里松、船望台、松ヶ丘、城山） 90 千円
　　　　強制執行予納金　住宅強制明渡に係る執行官予納金 300 千円
　　　　火災保険料（町住等403戸、集会所10戸分） 1,612 千円
　・委託料 2,358 千円
　　　とうはくハイツエレベーター保守管理委託料 648 千円
　　　住宅維持管理委託料　（空き部屋の清掃・除草等） 520 千円
　　　家賃滞納者訴訟委託料　（3件） 720 千円
　　　消防用設備点検委託料　（一里松、東伯、浦安、とうはくハイツ） 470 千円
　・負担金、補助及び交付金 145 千円
　　　下水道受益者負担金　（線望台団地） 145 千円

継続 コーポラスことうら 24,869 0 0 24,869 0 家賃
管理事業 　・需用費 4,767 24,746千円

　　　消耗品費　（維持管理消耗品） 50 千円
　　　光熱水費　（街灯・階段灯電気代・水道代） 717 千円 基金利子
　　　修繕料　（住宅修繕等） 4,000 千円 123千円
　・役務費 191
　　　水道定期検査・貯水槽清掃手数料 97 千円
　　　火災保険料　（住宅・集会所等） 94 千円
　・委託料　（消防設備点検） 90 千円
　・借上料　（駐車場用地借上） 1,080 千円
　・積立金 18,741
　　コーポラスことうら基金積立金 18,618 千円
　　コーポラスことうら基金利子 123 千円
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事業計画の概要

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要
特定財源

一般
財源

○町営住宅402戸、町民住宅1戸、県営住宅34戸の維持管理を行う。

○コーポラスことうら80戸の維持管理を行う。
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所属：　  建　設　課

国・県
支出金

地方債 その他

7.土木費 継続 公営住宅等整備事業 74,619 23,110 23,000 23,000 5,509 社会資本整備
5.住宅費 総合交付金
2.住宅建設費 23,110千円

　・役務費 119 千円
　　　手数料　（営繕積算システム情報利用料） 119 千円 起債

23,000千円
　･委託料 6,100 千円
　　　成美団地改修工事実施設計委託業務 3,200 千円
　　　成美団地改修工事監理委託業務 1,500 千円 基金繰入
　　　船望台団地公共下水道接続工事設計委託業務 400 千円 23,000千円
　　　とうはくハイツ外壁補修工事監理委託業務 1,000 千円

　･工事請負費 68,000 千円
　　　成美団地改修（1期）工事 42,000 千円
　　　船望台団地公共下水道接続工事 4,000 千円
　　　とうはくハイツ外壁補修工事 22,000 千円

　・補償、補填及び賠償金 400 千円
　　成美団地移転補償金　100,000円×4戸 400 千円

558,325 211,983 220,700 32,722 92,920
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合計

○町営住宅の整備促進を図る。

事業計画の概要

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要
特定財源

一般
財源


