
部局長名 奥田 芳久

令和 2 年度 部局目標シート

部局名 都市創造部

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
鉄道駅バリアフリー化事業 （既存・拡大） 都市計画課

重点事業

No.3 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.2
香芝市スポーツ公園整備事業 （既存・維持） 土木課

No.5
空家等対策関係事業 （既存・維持） 都市計画課

No.4
橋梁長寿命化修繕事業 （既存・拡大） 農政土木管理課

No.7
通学路安全対策事業 （既存・維持） 農政土木管理課

No.6
畑分川線道路整備事業（Ⅰ工区） （既存・維持） 土木課

No.9
公園施設長寿命化事業 （既存・拡大） 農政土木管理課

No.8
住宅耐震化啓発支援事業 （既存・維持） 都市計画課

No.11
遊休農地解消事業 （既存・維持） 農業委員会

No.10
流域貯留浸透事業 （既存・拡大） 土木課



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート 【重点事業】
No. 1

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 03100201 ）

政策 03 快適で便利なまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 鉄道駅バリアフリー化事業 （既存・拡大）
部局名 都市創造部

所属名 都市計画課

施策 10 良好な新市街地の形成 36/37 ページ

基本事務事業 02 バリアフリー化の促進 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標に
設定する理由

（現状と課題）

現状：重点整備地区内のＪＲ香芝駅において、駅舎のバリアフリー化が完了がなされていない。
課題：ＪＲ香芝駅のバリアフリー化は、市のバリアフリー基本構想における特定事業（事業の実施が義務化）として位置づけられてい
ること、また国の基本方針においても、１日あたりの乗降客数が３０００人以上の駅（ＪＲ香芝駅が該当）については、令和２年度ま
でに原則としてバリアフリー化を実施することを目標として掲げられていることから、市はＪＲに対して、補助金による支援を行いな
がら事業を促進していく必要がある。

年度実施内容
・事業を円滑に推進させるため、工事の実施に向けた工事ヤードの確保や施工中の安全確保などについて、事業主体であるＪＲと地域
住民との調整を図る。
・事業に遅延が生じないよう、国及び県と協調して補助金を交付する。

事務事業 01 バリアフリー推進事業 64 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

高齢者・障がい者をはじめとして誰もが安心して移動・活動することができるよう、駅を中心とした地区や高齢者、障がい者などが利
用する施設が集積した地区（重点整備地区）において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を優先的に進めることを目的とする。

期待できる効果
（展望）

・利便性の向上による公共交通機関の利用促進
・高齢者、障がい者等の社会参加の広がりによる「共生社会」への更なる展開

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （R2年度～R4年度）

歳出    事業費（自動計算） 27,000 9,346,000 163,057,000 129,791,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

2,402,500 40,764,250 32,447,750

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 6,943,500 122,292,750 97,343,250

国県支出金

地方債 6,943,500 122,292,750 97,343,250

その他

一般財源 27,000

旅費 10,000

年度 需用費 55,000

都市計画対策費

節

区分 金額

内容
積算

【旅費】10千円
・日当
【需用費】55千円
・事務用消耗品
【役務費】2千円
・郵便料
【使用料及び賃借料】21千円
・高速道路通行料18千円、駐車場料金3千円
【負担金、補助及び交付金】9,258千円
・ＪＲに対する補助金（市負担分）55,546千円/6=9,258千円

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 役務費 2,000

使用料及び賃借
料

21,000

負担金補助及び
交付金

9,258,000

合計 9,346,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 2

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 01030102 ）

政策 01 自然と調和した美しい住環境をめざすまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 香芝市スポーツ公園整備事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 土木課

施策 03 自然環境（緑地）の保護 22 ページ

基本事務事業 01 自然を利用した公園の整備・維持 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：事業地の一部は自然公園法に規定される区域内である。市内には地域防災計画における広域避難地は無い。
課題：自然公園法の規定・基準を遵守する。広域避難地を早期に整備する必要がある。

年度実施内容 ・事業用地の取得
・継続的な造成工事の実施

事務事業 02 香芝市スポーツ公園整備事業 62 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

自然環境と調和したスポーツ公園施設の整備にあわせて、広域避難地として防災施設の整備を計画的に進める。

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 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 都市計画法、都市公園法、自然公園法

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H29年度～）

歳出    事業費（自動計算） 366,350,000 379,030,000 210,000,000 105,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

25,430,000 14,000,000 5,300,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 341,900,000 353,600,000 196,000,000 99,700,000

国県支出金 145,000,000 151,200,000 70,000,000 52,500,000

地方債 196,900,000 202,400,000 126,000,000 47,200,000

その他

一般財源 24,450,000

委託料 2,930,000

年度 工事請負費 156,000,000

スポーツ公園費

節

区分 金額

内容
積算

＜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155,000千円×1/2＝77,500千円
　　　　　　　　補助対象事業費221,100千円×1/3＝73,700千円
　・地方債：補助対象事業費376,100千円-国費151,200千円＝224,900千円
　　　　　　224,900千円×90％（充当率）＝202,400千円
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量
　・工事請負費：造成工事
　・公有財産購入費：約5,400㎡×28,000円/㎡
　・補償、補填及び賠償金：工作物等移転補償金

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 公有財産購入費 150,300,000

補償補填及び
賠償金

69,800,000

合計 379,030,000
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令和 2 年度部局目標事業シート
No. 3

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 03120102 ）

政策 03 快適で便利なまち 第4次総合計画後期基本計画

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

施策 12 道路整備の充実 40/41 ページ

基本事務事業 01 都市計画道路の整備 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：広域避難地となる｢香芝市スポーツ公園｣へのアクセスルートは、住宅地内の狭あいな道路によるものと
　　　なっている。
課題：｢香芝市スポーツ公園｣へのアクセスは、幹線道路など明確なアクセスの構築が必要である。

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

事務事業 02 主要幹線道路整備事業 62 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

都市計画道路のネットワーク強化

期待できる効果
（展望）

広域避難地となる｢香芝スポーツ公園｣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 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 都市計画法、道路法

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H27年度～R6年度）

歳出    事業費（自動計算） 127,650,000 197,200,000 100,000,000 100,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

12,800,000 5,000,000 5,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 119,350,000 184,400,000 95,000,000 95,000,000

国県支出金 62,850,000 97,100,000 50,000,000 50,000,000

地方債 56,500,000 87,300,000 45,000,000 45,000,000

その他

一般財源 8,300,000

委託料 2,000,000

年度 工事請負費 121,000,000

街路事業費

節

区分 金額

内容
積算

＜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194,200千円×1/2＝97,100千円
　・地方債：補助対象事業費194,200千円-国費97,100千円＝97,100千円
　　　　　　97,100千円×90％（充当率）＝87,300千円
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量
　・工事請負費：道路整備工事
　・公有財産購入費：約1,700㎡×28,000円/㎡
　・補償、補填及び賠償金：工作物等移転補償金

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 公有財産購入費 48,700,000

補償補填及び
賠償金

25,500,000

合計 197,200,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 4

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 03120203 ）

政策 03 快適で便利なまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 橋梁長寿命化修繕事業 （既存・拡大）
部局名 都市創造部

所属名 農政土木管理課

施策 12 道路整備の充実 40/41 ページ

基本事務事業 02 生活道路等の安全性の確保 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）
平成31年度に策定した長寿命化修繕計画に基づき、修繕が必要な橋梁について詳細設計を実施する必要がある。

年度実施内容 早期に修繕が必要となった橋梁について修繕工事を実施するための詳細設計を行う。

事務事業 03 橋梁点検及び長寿命化修繕事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

道路橋について修繕を行い橋梁の維持管理に努める。

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 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 道路法、道路法施行令

運営方法 全部委託 事業期間 複数年度 （　　年度～令和4年度）

歳出    事業費（自動計算） 12,000,000 16,000,000 60,000,000 24,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

800,000 3,000,000 1,200,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 11,400,000 15,200,000 57,000,000 22,800,000

国県支出金 6,600,000 8,800,000 30,000,000 12,000,000

地方債 4,800,000 6,400,000 27,000,000 10,800,000

その他

一般財源 600,000

委託料 16,000,000

年度

道路維持費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料　16,000千円
　　橋梁長寿命化修繕設計委託料16,000千円<社会資本整備総合交付金55/100 8,800千円>

款 土木費 項 道路橋梁費 目

予算科目

合計 16,000,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 5

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 03100105 ）

政策 03 快適で便利なまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 空家等対策関係事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 都市計画課

施策 10 良好な新市街地の形成 36/37 ページ

基本事務事業 01 土地利用の適正化 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：平成28年度に実施した空き家実態調査の結果、本市には614戸の空き家がある。その一部は適正管理が行われておらず、周辺地
域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている。
課題：空き家所有者の管理意識の希薄化、経済的理由により適正管理が行われておらず、改善を図っていく必要がある。

年度実施内容
・管理不全の空き家所有者に対する所有者等の責務の周知
・空き家管理サービス、市場流通の促進を図る等の情報提供
・空き家の除却、利活用に要する経費の一部を補助（除却２件、利活用１件）

事務事業 05 空家等対策関係事業 64 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

少子高齢化の進行や人口減少等の要因により全国的に空き家数が増加傾向にあり、特に老朽化し危険な空き家については、社会問題化
している。これらの空き家の除却、利活用を支援し、管理不全の空き家を減らすことで、市民生活の安全・安心並びに生活環境の保全
または改善を図ることを目的とする。

期待できる効果
（展望）

管理不全の空き家を減らすことで、市民生活の安全及び安心並びに生活環境の保全及び改善が図られる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 空家等対策の推進に関する特別措置法

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H30年度～R9年度）

歳出    事業費（自動計算） 2,148,000 2,158,000 2,158,000 2,158,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

1,158,000 1,158,000 1,158,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

国県支出金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

地方債

その他

一般財源 1,148,000

報酬 70,000

年度 旅費 23,000

都市計画対策費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
・国庫支出金：空き家対策総合支援事業補助金（補助率：1/2　1,000千円）
＜予算科目＞
・報酬：空家等対策推進協議会委員7名×5千円/人・回×2回=70千円
・旅費：県補助金協議、空き家所有者訪問等　23千円
・消耗品費：35千円
・食料費：2千円
・通信運搬費：9千円
・使用料及び賃借料：19千円
・負担金、補助金及び交付金：空家等対策推進支援事業補助金　2,000千円
（除却：@500千円×2件=1,000千円、利活用：@1,000千円×1件=1,000千円）

負担金補助及び
交付金

2,000,000

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 需用費 37,000

役務費 9,000

使用料及び賃借
料

19,000

合計 2,158,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 6

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 03120102 ）

政策 03 快適で便利なまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 畑分川線道路整備事業（Ⅰ工区） （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 土木課

施策 12 道路整備の充実 40/41 ページ

基本事務事業 01 都市計画道路の整備 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：焼却場｢美濃園｣へ向かう車両は白鳳台地区内の尼寺関屋線に集中しており、特に収集車の通行が多い。
課題：通行車両により交通事故の発生（多発）が懸念される。

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

事務事業 02 主要幹線道路整備事業 62 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

都市計画道路のネットワーク強化

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 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 都市計画法、道路法

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H27年度～R5年度）

歳出    事業費（自動計算） 241,300,000 162,000,000 310,000,000 260,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

10,000,000 15,500,000 13,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 229,150,000 152,000,000 294,500,000 247,000,000

国県支出金 120,650,000 80,000,000 155,000,000 130,000,000

地方債 108,500,000 72,000,000 139,500,000 117,000,000

その他

一般財源 12,150,000

委託料 11,000,000

年度 工事請負費 131,000,000

街路事業費

節

区分 金額

内容
積算

＜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160,000千円×1/2＝80,000千円
　・地方債：補助対象事業費160,000千円-国費80,000千円＝80,000千円
　　　　　　80,000千円×90％（充当率）＝72,000千円
＜予算科目＞
　・委託料：分筆測量・設計
　・工事請負費：道路整備工事（土工部）
　・公有財産購入費：約4,000㎡×5,000円/㎡
　・補償、補填及び賠償金：立竹木等

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目 公有財産購入費 19,000,000

補償補填及び
賠償金

1,000,000

合計 162,000,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 7

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 02090201 ）

政策 02 安心して、やすらぎを感じることができるまち 第4次総合計画後期基本計画

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 農政土木管理課

施策 09 交通安全対策の強化 34/35 ページ

基本事務事業 02 交通安全施設の整備 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

通学路安全対策プログラムに基づき、予算内での要対策箇所の整備を行っているが、増大する要望についても整備を早急に行い児童の
安全を確保する必要がある。

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。

事務事業 01 交通安全施設整備事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

道路が持つ様々な機能を効果的に発揮させるため、地域住民の要望を把握し安全性や利便性を検討するとともに交通安全施設の整備・
維持管理の充実に努める。

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 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令

運営方法 全部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

200,000 200,000 200,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 3,763,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000

国県支出金 1,713,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

地方債 2,050,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

その他

一般財源 237,000

工事請負費 4,000,000

年度

道路維持費

節

区分 金額

内容
積算

・工事請負費　4,000千円
　　通学路等安全対策工事4,000千円<社会資本整備総合交付金1/2　2,000千円>

款 土木費 項 道路橋梁費 目

予算科目

合計 4,000,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 8

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 02070501 ）

政策 02 安心して、やすらぎを感じることができるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 住宅耐震化啓発支援事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 都市計画課

施策 07 災害対策の充実 30/31 ページ

基本事務事業 05 住宅耐震化の促進 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：香芝市耐震改修促進計画では、住宅の耐震化率を平成27年度約85％から平成32年度までに95％にする目標を掲げている。危険な
ブロック塀等が市内に多数存在している。
課題：耐震改修促進計画に掲げる目標を達成するため、今後さらに普及啓発に努め、耐震化を促進する必要がある。また、道路に面し
たブロック塀等の倒壊を未然に防止することで、都市の防災性を高め、震災から市民の生命及び財産を守る必要がある。

年度実施内容

・無料耐震診断事業（目標10件）
・耐震改修工事補助事業（目標4件）
・住宅耐震に係る市民フォーラムの開催
・道路に面したブロック塀等の撤去補助（目標10件）
・耐震改修促進計画の改定

事務事業 01 住宅耐震化啓発支援事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

地震に強いまちづくりの推進のため、広報等で耐震化の重要性・必要性について意識啓発を行うとともに、耐震化を支援する補助施策
の展開により、耐震化の促進を図ることを目的とする。

期待できる効果
（展望）

・都市の防災性を高める
・震災から市民の生命、財産を守る
・市民の防災意識向上

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築基準法

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （　　年度～R2年度）

歳出    事業費（自動計算） 3,520,000 3,510,000 0 0

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

885,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 2,375,000 2,625,000 0 0

国県支出金 2,375,000 2,625,000

地方債

その他

一般財源 1,145,000

需用費 10,000

年度 委託料 500,000

災害対策費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
・国庫支出金：社会資本整備総合交付金（補助率：1/2　1,750千円）
・県支出金：補助金（補助率：1/4　875千円）
＜予算科目＞
・消耗品費：10千円
・委託料：既存木造住宅耐震診断事業（@50千円×10件=500千円）
・負担金、補助及び交付金：3,000千円
既存木造住宅耐震改修工事補助金（@500千円×4件=2,000千円）
ブロック塀等撤去補助金（@100千円×10件=1,000千円）

款 消防費 項 消防費 目

予算科目 負担金、補助及
び交付金

3,000,000

合計 3,510,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 9

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 01040204 ）

政策 01 自然と調和した美しい住環境をめざすまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 公園施設長寿命化事業 （既存・拡大）
部局名 都市創造部

所属名 農政土木管理課

施策 04 住環境（景観）の保全 24/25 ページ

基本事務事業 02 美化の推進 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
香芝市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）
平成30年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設・遊具等を更新していく必要がある。

年度実施内容 旭ケ丘近隣公園及び観正山近隣公園、郡ヶ池近隣公園のトイレ施設及び遊具、園路等の更新工事を実施する。

事務事業 04 都市公園維持管理補修事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

公園施設の状況を調査し、緑あふれる美しい街並み、住環境を保全する。
定期的な点検とともに遊具設置の可否も含めて多様な公園のあり方を研究する。

期待できる効果
（展望）

緑あふれる住環境を保全するとともに、だれもが安全・快適に公園を利用することができる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 都市公園法

運営方法 全部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～令和4年度）

歳出    事業費（自動計算） 10,000,000 58,000,000 30,000,000 30,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

2,900,000 1,500,000 1,500,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 9,500,000 55,100,000 28,500,000 28,500,000

国県支出金 5,000,000 29,000,000 15,000,000 15,000,000

地方債 4,500,000 26,100,000 13,500,000 13,500,000

その他

一般財源 500,000

委託料 1,100,000

年度 工事請負費 56,900,000

公園費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料　1,100千円
公園長寿命化工事監理委託料1,100千円<社会資本整備総合交付金1/2　550千円>
・工事請負費　56,900千円
公園施設長寿命化工事56,900千円<社会資本整備総合交付金1/2　28,450千円>

款 土木費 項 都市計画費 目

予算科目

合計 58,000,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 10

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 02070602 ）

政策 02 安心して、やすらぎを感じることができるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 流域貯留浸透事業 （既存・拡大）
部局名 都市創造部

所属名 土木課

施策 07 災害対策の充実 30/31 ページ

基本事務事業 06 水害予防対策の推進 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：大和川流域総合治水対策により、本市の総合治水対策実施計画に基づくため池治水計画量55,300㎥に対して
　　　21,929㎥（約40％）の治水量を確保している。
課題：昨今の局地的豪雨に対応するため継続的に整備を進める必要がある。

年度実施内容 畑地区（上ノ池他2箇所）のため池治水対策の詳細設計業務の実施
瓦口地区（橋詰池・土山池）のため池治水対策工事の実施（整備後の達成率：約45.4％）

事務事業 02 大和川流域総合治水対策事業 65 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

ため池を活用した貯留施設を整備することによる浸水被害の軽減（対策）

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 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 河川法

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （H30年度～R4年度）

歳出    事業費（自動計算） 44,000,000 65,000,000 20,000,000 3,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

6,200,000 3,200,000 3,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 36,400,000 58,800,000 16,800,000 0

国県支出金 13,000,000 21,000,000 6,000,000

地方債 23,400,000 37,800,000 10,800,000

その他

一般財源 7,600,000

委託料 28,000,000

年度 工事請負費 37,000,000

河川維持費

節

区分 金額

内容
積算

＜財源内訳＞
　・国県支出金：社会資本整備総合交付金（国費率1/3）
　　　　　　　　補助対象事業費63,000千円×1/3＝21,000千円
　・地方債：補助対象事業費63,000千円-国費21,000千円＝42,000千円
　　　　　　42,000千円×90％（充当率）＝37,800千円
＜予算科目＞
　・委託料：詳細設計（畑地区）
　・工事請負費：橋詰池、土山池（瓦口地区）

款 土木費 項 河川費 目

予算科目

合計 65,000,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 11

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 09501606 ）

政策 09 （事務） 第4次総合計画後期基本計画

事業名 遊休農地解消事業 （既存・維持）
部局名 都市創造部

所属名 農業委員会

施策 50 （事務） - ページ

基本事務事業 16 農業委員会事務局事務 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
遊休農地の所有者の方、遊休農地を利用したい方（非農家含む）

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：本市は農業従事者の高齢化や担い手の減少、また相続による不在地主の増加などにより遊休農地が増加し、農地の確保・  有効
利用を図ることが困難となっている。
課題：今後も遊休農地は増加し続けるものと見込まれることから、農業委員自らが解消する事等に取り組む「農地利用の最適化推進」
を行い、また、遊休農地所有者への個々の協力依頼により事業拡大し遊休農地解消と担い手の育成に努める。

年度実施内容
委員自らが遊休農地に耕作を行い、農作業を通じて自給率の向上啓発や農業体験（幼保の子ども達への食育等）を行った後、地域の担
い手や特定農地貸し付け事業（市民農園）等に移行、非農家へ「土に親しみ農への理解」を推進することで、継続的な遊休農地の解消
や次世代の担い手育成に繋げる。また、広報やホームページでは「特定農地の貸付け事業について」掲載し、事業協力者を募集して事
業の拡大を図っていく。

事務事業 06 耕作放棄地解消事務 64 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

農業委員による農地利用の最適化推進を進め、市民の方々の協力のもと継続的な遊休農地解消に努める

期待できる効果
（展望）

委員自らが最適化事業を行うことによる市内農地の現状把握と解消意識の周知を図り、耕作作業を通じた農業体験（幼保の活動や市民
農園）で農への理解を促進し、非農家（市民）へのニーズにもマッチングした取り組みとなり、継続的な遊休農地の解消に繋げること
ができる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 農業委員会に関する法律及び特定農地貸付け法

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （H24年度～）

歳出    事業費（自動計算） 91,000 91,000 91,000 91,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

91,000 91,000 91,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 91,000

需用費 63,000

年度 使用料及び賃借
料

28,000

節

区分 金額

内容
積算

・需用費（消耗品費）農業資材（種子、苗、除草剤、農薬、混合油、草刈機チップソー等）
63千円
・圃場管理機械使用料　（12，500円×1.1×2回）　28千円

款 農林商工費 項 農業費 目

予算科目

合計 91,000


