
部局長名  津本　和也

令和 4 年度 部局目標事業シート

部局名 都市創造部

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
香芝市スポーツ公園整備事業（プール整備） （既存・維持） 土木課

No.3
橋梁等長寿命化修繕事業 （既存・維持） 公園道路管理課

No.2 尼寺関屋線・畑分川線整備事業（スポーツ公
園関連）

（既存・維持） 土木課

No.5
通学路安全対策事業 （既存・維持） 公園道路管理課

No.4
畑分川線道路整備事業（1工区） （既存・維持） 土木課

No.7
流域貯留浸透事業 （既存・維持） 土木課

No.6
宅地耐震化推進事業 （新規） 都市計画課
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4

令和 4 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 香芝市スポーツ公園整備事業（プール整備） （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 土木課

◆事業の概要

年度実施内容
・事業用地の取得
・継続的な造成工事の実施

期待できる効果
（展望）

自然に囲まれた空間で、子供たちが元気に遊べる場・若者たちの交流の場・高齢者の健康づくりの場の提供。
広域避難地として防災拠点を整備することにより、市全体の防災体制の向上が図られる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額

経費
内容

＜財源内訳＞
　・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/2・1/3）
　　　　　　　　補助対象事業費290,000千円×1/2＝145,000千円
　　　　　　　　補助対象事業費117,900千円×1/3＝39,300千円
　・地方債：補助対象事業費407,900千円-国費184,300千円＝223,600千円
　　　　　　223,600千円×90％（充当率）＝201,200千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10万円未満切捨）
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量、補償調査…219,630千円
　・工事請負費：造成工事…142,000千円
　・公有財産購入費：山林及び宅地…91,000千円
　・補償、補填及び賠償金：工作物等移転補償金…1,900千円

385,500,000

一般会計 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 454,530,000

財源内訳

特定財源（自動計算）

一般財源 69,030,000

国県支出金 184,300,000

地方債 201,200,000

その他
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令和 4 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 尼寺関屋線・畑分川線整備事業（スポーツ公園関連） （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 土木課

◆事業の概要

年度実施内容
・事業用地の取得
・用地取得済箇所の道路整備工事の実施

期待できる効果
（展望）

広域避難地となる「香芝市スポーツ公園」への安全なルートの構築とアクセス時間の短縮。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額

経費
内容

＜財源内訳＞
　・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/2）
　　　　　　　　補助対象事業費149,500千円×1/2＝74,750千円
　・地方債：補助対象事業費149,500千円-国費74,750千円＝74,750千円
　　　　　　74,750千円×90％（充当率）＝67,200千円
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（10万円未満切捨）
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量…13,000千円
　・工事請負費：道路整備工事…91,000千円
　・公有財産購入費：山林及び宅地…50,500千円
　・補償、補填及び賠償金：工作物等移転補償金…2,000千円

141,950,000

一般会計 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 156,500,000

財源内訳

特定財源（自動計算）

一般財源 14,550,000

国県支出金 74,750,000

地方債 67,200,000

その他



R 4

4

令和 4 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 橋梁等長寿命化修繕事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 公園道路管理課

◆事業の概要

年度実施内容
・修繕が必要な橋梁について修繕工事及び詳細設計（１橋）を行う。
・橋梁の定期点検（２７橋）を実施する。
・橋梁長寿命化計画の変更を実施する。

期待できる効果
（展望）

道路橋の安全性・耐用年数の向上。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額

経費
内容

・委託料　３８,０００千円
　　橋梁長寿命化計画策定委託料　６,０００千円
　　　　　<道路メンテナンス事業費補助金　55/100 　３，３００千円>
　　橋梁等定期点検委託料　　　２２,０００千円
　　　　　<道路メンテナンス事業費補助金　55/100 １２，１００千円>
　　橋梁修繕設計委託料　　　　１０,０００千円
　　　　　<道路メンテナンス事業費補助金　55/100 　５，５００千円>

・工事請負費　５,０００千円
　　橋梁長寿命化改築工事　　　　５,０００千円
　　　　　<道路メンテナンス事業費補助金　55/100 　２，７５０千円>

29,650,000

一般会計 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 43,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算）

一般財源 13,350,000

国県支出金 23,650,000

地方債 6,000,000

その他
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令和 4 年度部局目標事業シート
No. 4

事業名 畑分川線道路整備事業（1工区） （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 土木課

◆事業の概要

年度実施内容 ・橋梁区間（下部工）の道路整備工事の実施

期待できる効果
（展望）

王寺町からの通行車両を減少（分散）させることによる交通事故の減少。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額

経費
内容

＜財源内訳＞
　・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/2）
　　　　　　　　補助対象事業費235,000千円×1/2＝117,500千円
　・地方債：補助対象事業費235,000千円-国費117,500千円＝117,500千円
　　　　　　117,500千円×90％（充当率）＝105,700千円
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （10万円未満切捨）
＜予算科目＞
　・委託料：修正設計…5,640千円
　・工事請負費：道路整備工事（橋脚工）…231,000千円

223,200,000

一般会計 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 236,640,000

財源内訳

特定財源（自動計算）

一般財源 13,440,000

国県支出金 117,500,000

地方債 105,700,000

その他
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令和 4 年度部局目標事業シート
No. 5

事業名 通学路安全対策事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 公園道路管理課

◆事業の概要

年度実施内容
通学路安全対策プログラムに基づき、要対策箇所の整備を行う。
　　グリーンベルト、待避所　等

期待できる効果
（展望）

通学路の安全性を確保することができる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額

経費
内容

・工事請負費　５，０００千円
　　通学路等安全対策工事５，０００千円
　　　　　<社会資本整備総合交付金　1/2　２，５００千円>

2,900,000

一般会計 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 5,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算）

一般財源 2,100,000

国県支出金 2,500,000

地方債 400,000

その他
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国県支出金 3,585,000

地方債

その他

一般会計 R 年度　補正

歳出    事業費（自動計算） 5,020,000

財源内訳

特定財源（自動計算）

一般財源 1,435,000

期待できる効果
（展望）

・平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年北海道胆振東部地震により発生した宅地災害では、人的被害や財産被害、生活再
建の遅れ、公共施設の機能喪失等が生じるとともに復旧対策には多額の費用と労力を要していた。しかし本事業である事前対策調査（※宅地
耐震化推進事業(変動予測調査等)）や対策工事（※宅地耐震化推進事業(滑動崩落防止工事)）の実施により、第一に人的被害を防止し、ま
た、宅地や家屋、周辺公共施設(避難路等)の被害を防止・軽減することにより、被災後の早期復旧を可能とすると共に、復旧にかかるコストを低
減することができると考える。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額

経費
内容

【委託料】・5,020,000円（※令和3年度3月補正予算及び明許繰越分）
大規模盛土造成地第2次スクリーニング計画策定業務委託
　（内訳）
　　　・国庫（宅地耐震化推進事業(防災・安全交付金)1/2）
　　　　　　2,390,000円
　　　・県費（1/4）
　　　　　　1,195,150円
　　　・一般財源
　　　　　　1,195,150円　＋　239,030円（※奈良県委託事務費）

3,585,000

◆事業の概要

年度実施内容
・地震等による大規模盛土造成地の滑動崩落等の宅地被害を防ぐため大規模盛土造成地マップを活用し、地盤調査等を行うなど
安全性把握のための取り組みを行う。令和4年度は、宅地耐震化推進事業（変動予測調査等）として大規模盛土造成地第2次ｽｸ
ﾘｰﾆﾝｸﾞ計画策定業務を奈良県に委託した上で奈良県及び本市協働で事業を行っていく。

事業名 宅地耐震化推進事業 （新規）
部局名 都市創造部

所属名 都市計画課

令和 4 年度部局目標事業シート
No. 6
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令和 4 年度部局目標事業シート
No. 7

事業名 流域貯留浸透事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 土木課

◆事業の概要

年度実施内容 ・ため池治水対策による基礎調査

期待できる効果
（展望）

治水量確保による浸水被害の軽減と合わせて、ため池の機能維持・改善（相乗的効果）

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額

経費
内容

＜財源内訳＞
　・国県支出金：大和川流域総合治水対策事業調査費等補助金
　　　　　　　　（県費率1/2）
　　　　　　　　補助対象事業費3,000千円×1/2＝1,500千円
＜予算科目＞
　・委託料：基礎調査…3,000千円

1,500,000

一般会計 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 3,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算）

一般財源 1,500,000

国県支出金 1,500,000

地方債

その他


