
社会資本総合整備計画

笑顔と元気！！　住むなら　かしば（防災・安全）

（第３回変更）

平成30年1月
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笑顔と元気!!　住むなら　かしば（防災・安全）

平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 香芝市

・香芝市の生活環境の満足度
・今後も住み続けたいと思う割合
・生活関連経路のバリアフリー化の割合
・年間交通事故死亡人数
・下水道管路長寿命化計画達成率
・１人あたりの都市公園等面積

平成27年度 平成30年度 平成32年度

重点整備地区内における「生活関連経路」のバリアフリー化済延長（ｍ）
重点整備地区内における「生活関連経路」の延長（ｍ）

― 74.2
　満足度（％）＝ （「大変満足している」「ある程度満足している」と回答した割合％）

・香芝市総合計画進捗管理に係る市民アンケート調査により「今後も住み続けたい」と思う割合（％）を調査する。
58.5 ―

・香芝市総合計画（基本計画）における交通安全対策の強化施策の指標（めざそう値）である年間交通事故死亡人数
1 0 0

　人（人/年間）＝ 市内の年間交通事故死亡人数

61.4
　割合（％）＝ （「このままずっと住み続けたい」「市内の別の所で住み続けたい」「市外へ転居したとしてもいずれ香芝市に戻ってきた

い」と回答した人の割合％）

・香芝市バリアフリー基本構想における重点整備地区内の「生活関連経路」のバリアフリー化の割合（％）を調査する。[事業者香芝市分]
4.2 ― 41.6

　割合（％）＝

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

・香芝市総合計画進捗管理に係る市民アンケート調査により「生活環境」の満足度（％）を調査する。
70.7

（参考様式２）社会資本総合整備計画 平成30年1月26日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
計画の目標

将来においても「住み続けたい」「住んでみたい」と思えるまちとなることを目指し、本市の緑あふれる環境の中で計画的に都市基盤整備を行い、「笑顔」と「元気」のある活力あふれるまちづくりを進める。

　　計画の成果目標（定量的指標）

長寿命化対策が実施された管渠の延長（ｍ）
長寿命化対策が必要な管渠の延長（ｍ）

長寿命化（更新）対策が実施された箇所（箇所）
長寿命化（更新）対策が必要な箇所（箇所）

更新が実施された箇所（箇所）
更新が必要な箇所（箇所）

A1　道路事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

1-A-1 道路 一般 香芝市 直接 　舗装修繕事業 150.0

1-A-2 道路 一般 香芝市 直接 　バリアフリー対策事業 380.0

1-A-3 道路 一般 香芝市 直接 　橋梁長寿命化対策事業（15m未満） 24.0 策定済 長寿命化

1-A-4 道路 一般 香芝市 直接 　通学路安全対策事業 177.0

1-A-5 道路 一般 香芝市 直接 　定期点検事業 38.0

1-A-6 道路 一般 香芝市 直接 　（都）穴虫田尻線整備事業 440.0

1-A-7 道路 一般 香芝市 直接 　尼寺地区道路整備事業 116.0

1-A-8 道路 一般 香芝市 直接 　橋梁長寿命化対策事業（15m以上） 0.0 策定済 長寿命化

1-A-9 道路 一般 香芝市 直接 　市道改良事業 1,430.0香芝市 市道1-107号線・1-123号線　L=700m

市道1-122号線　L=250m　市道1-108号線　L=350m 香芝市

香芝市 歩道整備（L=150m） 香芝市

香芝市 橋梁の修繕・改築 香芝市

香芝市 橋梁等の点検 香芝市

香芝市 道路改築（L=1,600m　W=16m） 香芝市

100.0
　達成率（％）＝

0.5%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号 事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

0.0百万円 Ｃ 21.0百万円 Ｄ 0.0百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
4,040.0百万円 Ａ 4,019.0百万円 Ｂ

　人（人/年間）＝ 市内の年間交通事故死亡人数

― 5.3
　面積（㎡/人）＝ 都市公園等の供用面積(㎡)/香芝市人口(人)

・香芝市公共下水道管路長寿命化計画（第3、第6処理分区）における管路長寿命化達成率
14.0 70.0 100.0

　達成率（％）＝

・香芝市公共下水道管路長寿命化計画（第3、三宅処理分区）におけるマンホール蓋の長寿命化（更新）達成率
88.0 100.0 100.0

　達成率（％）＝

50.0
・香芝市下水道ストックマネジメント計画（西真美汚水幹線・尼寺汚水幹線ブロック）におけるマンホール蓋の更新達成率

0.0

・スポーツ公園等都市公園が供用されることにより増加する1人あたりの都市公園等面積を算出する。
5.2

香芝市 橋梁の修繕・改築 香芝市

香芝市 交通安全対策 香芝市

香芝市 舗装修繕 香芝市

香芝市 歩道整備等 香芝市

1-A-9 道路 一般 香芝市 直接 　市道改良事業 1,430.0

1-A-10 道路 一般 香芝市 直接 　市道10-183号線道路（踏切）拡幅事業 130.0

小計（道路事業） 2,885.0

香芝市 市道1-122号線　L=250m　市道1-108号線　L=350m 香芝市

香芝市 歩道整備（L=12m） 香芝市



A7　下水道事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

7-A-1 下水道 一般 香芝市 直接 　浸水対策事業 10.0

7-A-2 下水道 一般 香芝市 直接 　下水道管渠長寿命化事業 198.0 策定済 長寿命化

7-A-3 下水道 一般 香芝市 直接 　下水道マンホール蓋長寿命化事業 21.0 策定済 長寿命化

7-A-4 下水道 一般 香芝市 直接 　長寿命化計画事業 0.0

7-A-5 下水道 一般 香芝市 直接 　 下水道マンホール蓋ストックマネジメント事業 75.0 策定済 ストマネ

7-A-6 下水道 一般 香芝市 直接 　下水道管渠施設整備事業 60.0

7-A-7 下水道 一般 香芝市 直接 　下水道総合地震対策事業 60.0 策定済 総合地震

　小計（下水道事業） 424.0

A12　都市公園等事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

12-A-1 公園 一般 香芝市 直接 　香芝市スポーツ公園整備事業（平野・今泉地区） 670.0 ﾌﾟｰﾙ除く

12-A-2 公園 一般 香芝市 直接 　長寿命化計画事業 40.0

小計（都市公園事業） 710.0

合計 4,019.0

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

合計 0.0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

C-1 施設整備 一般 香芝市 直接 　生活関連経路バリアフリー対策事業 10.0

C-2 計画調査 一般 香芝市 直接 　総合防災訓練実施事業 総合防災訓練の実施（年1回） 2.0

C-3 施設整備 一般 香芝市 直接 　災害資材備蓄倉庫整備事業 市内（N=2箇所） 4.0

C-4 施設整備 一般 香芝市 直接 　地震対策事業 便器及び仕切り施設 5.0

香芝市 施設の改築・更新 香芝市

香芝市 香芝市

香芝市 香芝市

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

費用便益比
（事業箇所）

香芝市 公園面積（A=21.9ha） 香芝市

香芝市 計画策定等 香芝市

番号 事業者
要素となる事業名

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

香芝市 マンホール蓋（N=71箇所） 香芝市

香芝市 計画策定等 香芝市

費用便益比
（事業箇所）

香芝市 雨水管渠整備（L=100m） 香芝市

香芝市 管渠（L=2,200m） 香芝市

番号 事業者
要素となる事業名

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

香芝市 管渠　L=600m 香芝市

香芝市 マンホール蓋（N=242箇所） 香芝市

香芝市 香芝市

香芝市 マンホールトイレシステム 香芝市

C-4 施設整備 一般 香芝市 直接 　地震対策事業 便器及び仕切り施設 5.0

合計 21.0

番号 備考

C-1 A1道路事業（1-A-2）と一体的に計画する。香芝市バリアフリー基本構想の重点整備地区におけるバリアフリー化を推進する。

C-2 A12都市公園等事業（12-A-1）と一体的に実施する。広域避難地である香芝市スポーツ公園において、防災訓練を実施する。

C-3 A12都市公園事業と一体的に整備する。災害発生時において、適切な資材を整備することにより防災公園としての機能充実を図る。

C-4 A7下水道事業（7-A-7）と一体的に整備する。災害発生時において、広域避難地となる同施設において、マンホールトイレシステムの整備により、防災機能の充実を図る。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計 0.0

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（面積等）

香芝市 香芝市



交付金の執行状況
（単位：百万円）

用地買収及び移転

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

25.8%

不用額
（h = c+d-e-f）

0

うち未契約繰越額
（g）

42

翌年度繰越額
（f）

42

支払済額
（e）

120

前年度からの繰越額
（d）

0

交付額
（c=a+b）

162

計画別流用
増△減額
（b）

0

配分額
（a）

162

H28 H29 H30 H31 H32

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

用地買収及び移転
補償を行うにあた
り、支障となる立
木等（収穫樹）の
収穫時期の問題か
ら、契約締結及び
登記手続きが遅延
するため。



（参考様式３）参考図面

計画の名称 笑顔と元気!!　住むなら　かしば（防災・安全）

計画の期間 平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 香芝市交付対象

道路事業

1-A-1 舗装修繕事業

都市公園等事業

12-A-1 香芝市スポーツ公園整備事業

道路事業

1-A-3 橋梁長寿命化対策事業（15m未満）

道路事業

道路事業

1-A-6 （都）穴虫田尻線整備事業

道路事業

1-A-7 尼寺地区道路整備事業

【市全域】

下水道事業

7-A-2 下水道管渠長寿命化事業

7-A-3 下水道マンホール蓋長寿命化事業

7-A-4 長寿命化計画事業

下水道事業

7-A-1 浸水対策事業

道路事業

1-A-9 市道改良事業

下水道事業

7-A-6 下水道管渠施設整備事業

効果促進事業

C-4 地震対策事業

下水道事業

7-A-5 下水道マンホール蓋ストックマネジメント事業

基幹 道路事業

基幹 下水道事業

基幹 都市公園等事業

凡　　　　例

　行政区域界

道路事業

1-A-2 バリアフリー対策事業

道路事業

1-A-4 通学路安全対策事業

道路事業

1-A-5 定期点検事業

効果促進事業

C-3 災害資材備蓄倉庫整備事業

都市公園等事業

12-A-2 長寿命化計画事業

効果促進事業

C-2 総合防災訓練実施事業

効果促進事業

C-1 生活関連経路バリアフリー対策事業

下水道事業

7-A-3 下水道マンホール蓋長寿命化事業
下水道事業

7-A-2 下水道管渠長寿命化事業

7-A-4 長寿命化計画事業

道路事業

1-A-10 市道10-183号線道路（踏切）拡幅事業

道路事業

1-A-8 橋梁長寿命化対策事業（15m以上）

下水道事業

7-A-7下水道総合地震対策事業


