
内訳

内訳

内訳

内訳 2,546 一般財源 4,085その他

一般財源

12-1事務事業Ｎｏ．

その他 2,546 4,085

地方債

県補助

国補助

R6

実施計画書

事業費(千円) 6,631

事業費(千円)

国補助

国補助

6,631

交通安全意識の啓発活動及び交通安全施設整備に係る経費

・一般消耗品　　　　　　　　317千円
・郵送料　　　　　　　　　　 22千円
・防護柵設置工事　　　　　1,000千円
・白線工事　　　　　　　　3,500千円
・交通安全施設設置材料代　1,200千円
・交通安全協会負担金等　　　592千円

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

交通安全意識の啓発活動及び交通安全施設整備に係る経費

・一般消耗品　　　　　　　　317千円
・郵送料　　　　　　　　　　 22千円
・防護柵設置工事　　　　　1,000千円
・白線工事　　　　　　　　2,500千円
・交通安全施設設置材料代　1,160千円
・交通安全協会負担金等　　　592千円

R3

R4
交通安全意識の啓発活動及び交通安全施設整備に係る経費

・一般消耗品　　　　　　　　317千円
・郵送料　　　　　　　　　　 22千円
・防護柵設置工事　　　　　1,000千円
・白線工事　　　　　　　　3,500千円
・交通安全施設設置材料代　1,200千円
・交通安全協会負担金等　　　592千円

交通安全意識の啓発活動及び交通安全施設整備に係る経費

・一般消耗品　　　　　　　　317千円
・郵送料　　　　　　　　　　 22千円
・防護柵設置工事　　　　　1,000千円
・白線工事　　　　　　　　3,500千円
・交通安全施設設置材料代　1,200千円
・交通安全協会負担金等　　　592千円

県補助

一般財源

国補助 県補助

事業費(千円)

3,045

その他 2,546

地方債 その他 2,546

一般財源 4,085

事業名 交通安全対策経費

5,591

事業費(千円)

R5

地方債

県補助6,631 地方債



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-2

事業名 土木総務経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 2,571 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 2,571

道路の維持管理等を行うために、町道等のパトロール、維持管理作業に必要な車両や機器の保守を行う
経費。また、設計・積算等に必要な機器の使用料です。
・普通旅費　　　　　　　　　　　143千円
・一般消耗品　　　　　　　　　　189千円
・公用車燃料代　　　　　　 　　 449千円
・機器等修繕料　　　　　　　　　 77千円
・公用車修理代　　　　　　　　　270千円
・手数料　　　　　　　　　　　　 30千円
・公用車損害保険料　　　　　　　130千円
・積算データ使用量　　　　　　　711千円
・キャドシステム使用料　　　　　255千円
・三重社会基盤整備協会負担金　　295千円
・地区除外負担金　　　　　　　　　7千円
・重量税　　　　　　　　　　　　 15千円
※令和3年度より道路新設改良事務経費を統合しています。

R4 事業費(千円) 2,727 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 2,727
道路の維持管理等を行うために、町道等のパトロール、維持管理作業に必要な車両や機器の保守を行う
経費。また、設計・積算等に必要な機器の使用料です。
・普通旅費　　　　　　　　　　　150千円
・一般消耗品　　　　　　　　　　190千円
・公用車燃料代　　　　　　 　　 450千円
・機器等修繕料　　　　　　　　　150千円
・公用車修理代　　　　　　　　　250千円
・手数料　　　　　　　　　　　　 30千円
・公用車損害保険料　　　　　　　130千円
・積算データ使用量　　　　　　　800千円
・キャドシステム使用料　　　　　255千円
・三重社会基盤整備協会負担金　　300千円
・地区除外負担金　　　　　　　　　7千円
・重量税　　　　　　　　　　　　 15千円

R5 事業費(千円) 2,727 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 2,727
道路の維持管理等を行うために、町道等のパトロール、維持管理作業に必要な車両や機器の保守を行う
経費。また、設計・積算等に必要な機器の使用料です。
・普通旅費　　　　　　　　　　　150千円
・一般消耗品　　　　　　　　　　190千円
・公用車燃料代　　　　　　 　　 450千円
・機器等修繕料　　　　　　　　　150千円
・公用車修理代　　　　　　　　　250千円
・手数料　　　　　　　　　　　　 30千円
・公用車損害保険料　　　　　　　130千円
・積算データ使用量　　　　　　　800千円
・キャドシステム使用料　　　　　255千円
・三重社会基盤整備協会負担金　　300千円
・地区除外負担金　　　　　　　　　7千円
・重量税　　　　　　　　　　　　 15千円

R6 事業費(千円) 2,727 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 2,727
道路の維持管理等を行うために、町道等のパトロール、維持管理作業に必要な車両や機器の保守を行う
経費。また、設計・積算等に必要な機器の使用料です。
・普通旅費　　　　　　　　　　　150千円
・一般消耗品　　　　　　　　　　190千円
・公用車燃料代　　　　　　 　　 450千円
・機器等修繕料　　　　　　　　　150千円
・公用車修理代　　　　　　　　　250千円
・手数料　　　　　　　　　　　　 30千円
・公用車損害保険料　　　　　　　130千円
・積算データ使用量　　　　　　　800千円
・キャドシステム使用料　　　　　255千円
・三重社会基盤整備協会負担金　　300千円
・地区除外負担金　　　　　　　　　7千円
・重量税　　　　　　　　　　　　 15千円



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 3,740
道路法に義務付けられた道路台帳の更新、保管、閲覧に伴う経費です。

・道路台帳修正業務委託料　　　　　3,600千円
・各種協会等負担金　　　　　　　　　140千円

3,740
道路法に義務付けられた道路台帳の更新、保管、閲覧に伴う経費です。

・道路台帳修正業務委託料　　　　　3,600千円
・各種協会等負担金　　　　　　　　　140千円

R6 事業費(千円) 3,740 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 3,740 国補助 県補助

その他 一般財源 13,740

道路法に義務付けられた道路台帳の更新、保管、閲覧に伴う経費です。

・道路台帳修正業務委託料　　　　　3,600千円
・道路台帳デジタル化業務委託　　 10,000千円
・各種協会等負担金　　　　　　　　　140千円

3,652
道路法に義務付けられた道路台帳の更新、保管、閲覧に伴う経費です。

・道路台帳修正業務委託料　　　　　3,512千円
・各種協会等負担金　　　　　　　　　140千円

R4 事業費(千円) 13,740 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 3,652 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-3

事業名 道路橋りょう経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 18,295 一般財源 36,237

利用者が安全に通行ができる道路環境の整備、維持修繕を行う経費です。

・一般消耗品　　　　　　　 　600千円
・草刈機燃料代　　　　　　　　62千円
・電気代　　　　　　　　 　5,570千円
・道路施設等修繕料　　　 　5,000千円
・道路管理委託料　　　　　21,600千円
・建設機械借上料　　　　　 　 60千円
・道路用地借上料　　　　　　　15千円
・道路路側整備工事費　　　 3,000千円
・道路側溝整備工事費　　　 3,000千円
・道路維持補修工事費　　　15,000千円
・道路維持補修用原材料費　　 625千円

36,237

利用者が安全に通行ができる道路環境の整備、維持修繕を行う経費です。

・一般消耗品　　　　　　　 　600千円
・草刈機燃料代　　　　　　　　62千円
・電気代　　　　　　　　 　5,570千円
・道路施設等修繕料　　　 　5,000千円
・道路管理委託料　　　　　21,600千円
・建設機械借上料　　　　　 　 60千円
・道路用地借上料　　　　　　　15千円
・道路路側整備工事費　　　 3,000千円
・道路側溝整備工事費　　　 3,000千円
・道路維持補修工事費　　　15,000千円
・道路維持補修用原材料費　　 625千円

R6 事業費(千円) 54,532 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 18,295 一般財源R5 事業費(千円) 54,532 国補助 県補助

その他 18,295 一般財源 36,237

利用者が安全に通行ができる道路環境の整備、維持修繕を行う経費です。

・一般消耗品　　　　　　　 　600千円
・草刈機燃料代　　　　　　　　62千円
・電気代　　　　　　　　 　5,570千円
・道路施設等修繕料　　　 　5,000千円
・道路管理委託料　　　　　21,600千円
・建設機械借上料　　　　　 　 60千円
・道路用地借上料　　　　　　　15千円
・道路路側整備工事費　　　 3,000千円
・道路側溝整備工事費　　　 3,000千円
・道路維持補修工事費　　　15,000千円
・道路維持補修用原材料費　　 625千円

37,230

利用者が安全に通行ができる道路環境の整備、維持修繕を行う経費です。

・一般消耗品　　　　　　　 　599千円
・草刈機燃料代　　　　　　　　62千円
・電気代　　　　　　　　 　5,570千円
・道路施設等修繕料　　　 　6,000千円
・道路管理委託料　　　　　21,599千円
・建設機械借上料　　　　　 　 57千円
・道路用地借上料　　　　　　　15千円
・道路路側整備工事費　　　 3,000千円
・道路側溝整備工事費　　　 3,000千円
・道路維持補修工事費　　　15,000千円
・道路維持補修用原材料費　　 623千円

R4 事業費(千円) 54,532 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 18,295 一般財源R3 事業費(千円) 55,525 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-4

事業名 道路維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 2,900
狭あい道路整備事業として、緊急車両の通行や自動車及び歩行者の安全に寄与するため、幅員4ｍを確
保することを目指し、4ｍ未満の町道に接する家屋の新築・改築時に地権者に土地の提供を求めながら
道路拡幅を実施する。

・測量設計委託料　　　　　　　2,290千円
・道路改良工事費　　　　　　 　 910千円
・用地買収費　　　　　　　　　2,600千円

2,900
狭あい道路整備事業として、緊急車両の通行や自動車及び歩行者の安全に寄与するため、幅員4ｍを確
保することを目指し、4ｍ未満の町道に接する家屋の新築・改築時に地権者に土地の提供を求めながら
道路拡幅を実施する。

・測量設計委託料　　　　　　　2,290千円
・道路改良工事費　　　　　　 　 910千円
・用地買収費　　　　　　　　　2,600千円

R6 事業費(千円) 5,800 国補助 2,900 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 5,800 国補助 2,900 県補助

その他 一般財源 2,900
狭あい道路整備事業として、緊急車両の通行や自動車及び歩行者の安全に寄与するため、幅員4ｍを確
保することを目指し、4ｍ未満の町道に接する家屋の新築・改築時に地権者に土地の提供を求めながら
道路拡幅を実施する。

・測量設計委託料　　　　　　　2,290千円
・道路改良工事費　　　　　　 　 910千円
・用地買収費　　　　　　　　　2,600千円

2,900
狭あい道路整備事業として、緊急車両の通行や自動車及び歩行者の安全に寄与するため、幅員4ｍを確
保することを目指し、4ｍ未満の町道に接する家屋の新築・改築時に地権者に土地の提供を求めながら
道路拡幅を実施する。

・測量設計委託料　　　　　　　2,290千円
・道路改良工事費　　　　　　 　 910千円
・用地買収費　　　　　　　　　2,600千円

R4 事業費(千円) 5,800 国補助 2,900 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 5,800 国補助 2,900 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-5

事業名 防災・安全交付金事業（狭あい分）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 24,300 その他 一般財源 2,700
国の補助事業として、利用者が安全で快適に通行できるように町道の舗装補修を実施する。

　六把野新田山田線外9路線　　　　　　　　【54,000千円】

2,700
国の補助事業として、利用者が安全で快適に通行できるように町道の舗装補修を実施する。

　六把野新田山田線外9路線　　　　　　　　【54,000千円】

R6 事業費(千円) 54,000 国補助 27,000 県補助 地方債

地方債 24,300 その他 一般財源R5 事業費(千円) 54,000 国補助 27,000 県補助

30,600 その他 一般財源 3,400
国の補助事業として、利用者が安全で快適に通行できるように町道の舗装補修を実施する。
　調査委託料　　　　　　　　　　　　　　　【1,000千円】

　道路改良工事費　　　　　　　　　　　　 【67,000千円】
　・町道穴太弁天山２号線舗装補修　L=570ｍ　42,000千円
　・町道笹尾１号線舗装補修　　　　L=280ｍ　25,000千円

2,328
国の補助事業として、利用者が安全で快適に通行できるように町道の舗装補修を実施する。
　調査委託料　　　　　　　　　　　　　　　【1,000千円】

　道路改良工事費　　　　　　　　 　　　　【45,255千円】
　・町道南大社長深線舗装補修　　　L=400ｍ　19,000千円
　・町道穴太弁天山２号線舗装補修　L=700ｍ　26,255千円

R4 事業費(千円) 68,000 国補助 34,000 県補助 地方債

地方債 20,800 その他 一般財源R3 事業費(千円) 46,255 国補助 23,127 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-6

事業名 防災・安全交付金事業（通常分）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 12,150 その他 一般財源 1,350
橋梁長寿命化修繕計画に基づき、町内に架設される142橋について、計画的に修繕する。

　橋梁長寿命化修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　【30,000千円】
　※修繕計画策定結果により工事費の増減が想定される

1,359
橋梁長寿命化修繕計画に基づき、町内に架設される142橋について、計画的に修繕する。

　橋梁長寿命化修繕工事（3橋）　　　　　　　　　　　　　 【30,200千円】
　　(半ノ木1号橋、戸上川橋、嶋畑1号橋)
　※修繕計画策定結果により工事費の増減が想定される

R6 事業費(千円) 30,000 国補助 16,500 県補助 地方債

地方債 12,231 その他 一般財源R5 事業費(千円) 30,200 国補助 16,610 県補助

17,496 その他 一般財源 1,944
橋梁長寿命化修繕計画に基づき、町内に架設される142橋について、計画的に修繕する。

　調査委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【28,700千円】
　・橋梁長寿命化修繕計画策定業務（142橋）　　　　　　　　　7,200千円
　　※R3年度東員町橋梁点検・健全度評価業務（142橋）に基づく計画策定
　・橋梁長寿命化修繕工事設計・積算業務　　　　　　　　　　21,500千円
　　（下樋ノ尻1号橋、土穴東橋、前川原橋、西田橋、屋三橋、狭間橋、中条2号橋、半ノ木1号橋、
　　　戸上川橋、嶋畑1号橋）

　監理委託料　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　【2,450千円】
　　橋梁長寿命化修繕工事施工監理業務（7橋*350千円）　　　　2,450千円
　　（下樋ノ尻1号橋、土穴東橋、前川原橋、西田橋、屋三橋、狭間橋、中条2号橋）

　橋梁長寿命化修繕工事（7橋）　　　　　　　　　　　　　 【12,050千円】
　　（下樋ノ尻1号橋、土穴東橋、前川原橋、西田橋、屋三橋、狭間橋、中条2号橋）

11,090

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、町内に架設される142橋について、計画的に修繕する。

　調査委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【20,000千円】
　・東員町橋梁点検・健全度評価業務（142橋）　　　　　　　 20,000千円
　　※1回/5年の法定点検

　橋梁長寿命化修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　【46,200千円】
　・15ｍ未満　笹尾1号橋外3橋長寿命化修繕工事　　　　　　　16,200千円
　　　　　　　（笹尾1号橋、長沢橋、橋詰橋、屋敷田2号橋）
　・15ｍ以上　丸山橋長寿命化修繕工事　　　　　　　　　　　30,000千円

R4 事業費(千円) 43,200 国補助 23,760 県補助 地方債

地方債 18,700 その他 一般財源R3 事業費(千円) 66,200 国補助 36,410 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-7

事業名 防災・安全交付金事業（橋梁長寿命化分）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-8

事業名 防災・安全交付金事業（交通安全対策分）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 0 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源

R4 事業費(千円) 2,500 国補助 1,375 県補助 地方債 1,012 その他 一般財源 113
町道中上884号線は中上地区の準幹線道路であり、通学路にも指定されています。近年は大型商業施設
の開業や東員ICの開通などにより交通量が増加しています。また、通学路交通安全プログラムの要対策
箇所にも位置付けられており、国の補助金を活用し歩道整備を行い歩行者の安全確保を図るものです。

　用地買収費　　　　　　　　　　　　　　　【2,500千円】
　　用地買収予定面積　A=212㎡　　　　　　　 2,500千円

　※平成29年度より事業を進めてきたが、用地買収予定地に根抵当権が設定されており、買収ができ
  なかったことから令和元年度で事業を休止していた。根抵当権が今年度に時効を迎えることから、
　地権者による解除が可能になることから歩道整備を再開する。

R5 事業費(千円) 29,000 国補助 15,950 県補助 地方債 11,745 その他 一般財源 1,305
町道中上884号線は中上地区の準幹線道路であり、通学路にも指定されています。近年は大型商業施設
の開業や東員ICの開通などにより交通量が増加しています。また、通学路交通安全プログラムの要対策
箇所にも位置付けられており、国の補助金を活用し歩道整備を行い歩行者の安全確保を図るものです。

　調査委託料　　　　　　　　　　　　　　  【2,500千円】
　・修正設計・積算業務　　　　　　　　　　　2,500千円

　監理委託料　　　　　　　　　　　　　　  【2,500千円】
　・歩道整備監理業務　　　　　　　　　　　　2,500千円

　道路改良工事費　　　　　　　　　　　　 【24,000千円】
　・町道中上884号線歩道整備工事　L=60ｍ　　24,000千円

R6 事業費(千円) 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-9

事業名 町単独道路整備事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 49,880 国補助 県補助 地方債 15,300 その他 10,000 一般財源 24,580

利用者が安全に通行ができるよう道路環境の整備を、町単独で行う経費です。

・測量設計委託料　　　　　1,400千円
・道路改良工事費　　　　 36,000千円
・用地買収費　　　　　　　9,375千円
・移転補償費　　　　　　　3,105千円

R4 事業費(千円) 18,920 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 18,920

利用者が安全に通行ができるよう道路環境の整備を、町単独で行う経費です。
　測量設計委託料　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【1,400千円】
　・町道4ｍ道路整備（セットバック等）　200,000円×4件　　　　 800千円
　・登記事務委託　200,000円×3筆　　　　　　　　　　　　 　　 600千円

　道路改良工事費　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　 【17,000千円】
　・町道穴太弁天山2号線歩道整備工事（1工区）　L=107.1ｍ　　17,000千円
　
　用地買収費　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 【520千円】
　・町道4ｍ道路整備（宅地）　20,000円×13.00㎡×2件　　　　　 520千円

R5 事業費(千円) 22,920 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 22,920

利用者が安全に通行ができるよう道路環境の整備を、町単独で行う経費です。

　測量設計委託料　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【1,400千円】
　・町道4ｍ道路整備（セットバック等）　200,000円×4件　　　　 800千円
　・登記事務委託　200,000円×3筆　　　　　　　　　　　　 　　 600千円

　道路改良工事費　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　 【21,000千円】
　・町道穴太弁天山2号線歩道整備工事（2工区）　L=135.8ｍ　　21,000千円

　用地買収費　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 【520千円】
　・町道4ｍ道路整備（宅地）　20,000円×13.00㎡×2件　　　　　 520千円

R6 事業費(千円) 1,920 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 1,920
利用者が安全に通行ができるよう道路環境の整備を、町単独で行う経費です。

　測量設計委託料　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 【1,400千円】
　・町道4ｍ道路整備（セットバック等）　200,000円×4件　　　　 800千円
　・登記事務委託　200,000円×3筆　　　　　　　　　　　　 　　 600千円

　用地買収費　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 【520千円】
 　・町道4ｍ道路整備（宅地）　20,000円×13.00㎡×2件　　　　  520千円



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 52
住民が安全・安心して暮らせるよう水害を未然に防止するために、町管理河川の維持管理を行う経費で
す。

・河川維持管理用原材料費　　　　　　　　30千円
・員弁川改修事業促進期成同盟会負担金　　22千円

52
住民が安全・安心して暮らせるよう水害を未然に防止するために、町管理河川の維持管理を行う経費で
す。

・河川維持管理用原材料費　　　　　　　　30千円
・員弁川改修事業促進期成同盟会負担金　　22千円

R6 事業費(千円) 52 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 52 国補助 県補助

その他 一般財源 52
住民が安全・安心して暮らせるよう水害を未然に防止するために、町管理河川の維持管理を行う経費で
す。

・河川維持管理用原材料費　　　　　　　　30千円
・員弁川改修事業促進期成同盟会負担金　　22千円

52
住民が安全・安心して暮らせるよう水害を未然に防止するために、町管理河川の維持管理を行う経費で
す。

・河川維持管理用原材料費　　　　　　　　30千円
・員弁川改修事業促進期成同盟会負担金　　22千円

R4 事業費(千円) 52 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 52 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-10

事業名 河川維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 191
都市計画マスタープランの推進を図り、計画的な都市整備を図る。
・都市計画審議会委員報酬　　　  140千円
・旅費　　　　　　　　　　　    　8千円
・需用費　　　　　　　　 　　  　60千円

191
都市計画マスタープランの推進を図り、計画的な都市整備を図る。
・都市計画審議会委員報酬　　　  140千円
・旅費　　　　　　　　　　　    　8千円
・需用費　　　　　　　　 　　  　60千円

R6 事業費(千円) 208 国補助 17 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 208 国補助 17 県補助

その他 一般財源 5,691
都市計画マスタープランの推進を図り、計画的な都市整備を図る。
・都市計画審議会委員報酬　　　  140千円
・都市計画道路見直し業務委託  5,500千円
・旅費　　　　　　　　　　　    　8千円
・需用費　　　　　　　　 　　  　60千円

276
都市計画マスタープランの推進を図り、計画的な都市整備を図る。
・都市計画審議会委員報酬　　　  210千円
・旅費　　　　　　　　　　　   　24千円
・需用費　　　　　　　　 　　  　59千円

R4 事業費(千円) 5,708 国補助 17 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 293 国補助 17 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-11

事業名 都市計画経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 6,900 一般財源 55,466

公園施設の維持管理を行い、利用者の安全及び利便性の向上を図る。
公園維持管理経費
・公園維持管理需用費　　　   　 7,000千円
　　（公園施設修繕料）　　　 　(4,000千円)
・公園維持管理役務費　　　　　　　307千円
・公園維持管理委託料　 　　　　57,082千円
　　(便所清掃委託)　　　　　 　　(909千円)
　　(管理業務委託)　　　　　　(13,989千円)
　　(樹木等枯木処理委託)　　 　(1,000千円)
　　(中部公園管理業務委託)　　(40,689千円)
　　(遊具保守点検委託)　　　   　(495千円)
・公園維持管理　　　　　　　　　　 33千円
　　（原材料、負補交）

55,466

公園施設の維持管理を行い、利用者の安全及び利便性の向上を図る。
公園維持管理経費
・公園維持管理需用費　　　   　 7,000千円
　　（公園施設修繕料）　　　 　(4,000千円)
・公園維持管理役務費　　　　　　　307千円
・公園維持管理委託料　 　　　　57,082千円
　　(便所清掃委託)　　　　　 　　(909千円)
　　(管理業務委託)　　　　　　(13,989千円)
　　(樹木等枯木処理委託)　　 　(1,000千円)
　　(中部公園管理業務委託)　　(40,689千円)
　　(遊具保守点検委託)　　　   　(495千円)
・公園維持管理　　　　　　　　　　 33千円
　　（原材料、負補交）

R6 事業費(千円) 62,366 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 6,900 一般財源R5 事業費(千円) 62,366 国補助 県補助

その他 6,900 一般財源 69,322

公園施設の維持管理を行い、利用者の安全及び利便性の向上を図る。
公園維持管理経費
・公園維持管理需用費　　　     18,800千円
　　（公園施設修繕料）　　　　(15,800千円)
・公園維持管理役務費　　　　　　　307千円
・公園維持管理委託料　 　　　　57,082千円
　　(便所清掃委託)　　　　　 　　(909千円)
　　(管理業務委託)　　　　　　(13,989千円)
　　(樹木等枯木処理委託)　　 　(1,000千円)
　　(中部公園管理業務委託)　　(40,689千円)
　　(遊具保守点検委託)　　　   　(495千円)
・公園維持管理　　　　　　　　　　 33千円
　　（原材料、負補交）

57,769

公園施設の維持管理を行い、利用者の安全及び利便性の向上を図る。
公園維持管理経費
・公園維持管理需用費　　　   　 7,246千円
　　（公園施設修繕料）　　　 　(4,200千円)
・公園維持管理役務費　　　　　　　307千円
・公園維持管理委託料　 　　　　57,082千円
　　(便所清掃委託)　　　　　 　　(909千円)
　　(管理業務委託)　　　　　　(13,989千円)
　　(樹木等枯木処理委託)　　 　(1,000千円)
　　(中部公園管理業務委託)　　(40,689千円)
　　(遊具保守点検委託)　　　   　(495千円)
・公園維持管理　　　　　　　　　　 33千円
　　（原材料、負補交）

R4 事業費(千円) 76,222 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 6,899 一般財源R3 事業費(千円) 64,668 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-12

事業名 公園維持管理経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 29,858

笹尾・城山地内の高圧線下や外周部の緑地除草を行う。また、花いっぱい運動に参加する団体に花苗
と肥料を配布する。
・需用費　　　　　　　　　　　　 　　　3,795千円
・町有花壇管理委託料　　　 　　　　　　　600千円
・緑地除草等管理委託料　　　　　　 　　2,000千円
・笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託　　23,463千円

29,858

笹尾・城山地内の高圧線下や外周部の緑地除草を行う。また、花いっぱい運動に参加する団体に花苗
と肥料を配布する。
・需用費　　　　　　　　　　　　 　　　3,795千円
・町有花壇管理委託料　　　 　　　　　　　600千円
・緑地除草等管理委託料　　　　　　 　　2,000千円
・笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託　　23,463千円

R6 事業費(千円) 29,858 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 29,858 国補助 県補助

その他 一般財源 29,858

笹尾・城山地内の高圧線下や外周部の緑地除草を行う。また、花いっぱい運動に参加する団体に花苗
と肥料を配布する。
・需用費　　　　　　　　　　　　 　　　3,795千円
・町有花壇管理委託料　　　 　　　　　　　600千円
・緑地除草等管理委託料　　　　　　 　　2,000千円
・笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託　　23,463千円

29,858

笹尾・城山地内の高圧線下や外周部の緑地除草を行う。また、花いっぱい運動に参加する団体に花苗
と肥料を配布する。
・需用費　　　　　　　　　　　　 　　　3,795千円
・町有花壇管理委託料　　　 　　　　　　　600千円
・緑地除草等管理委託料　　　　　　 　　2,000千円
・笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託　　23,463千円

R4 事業費(千円) 29,858 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 29,858 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-13

事業名 緑化推進経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 10,730 一般財源 -7,413 

町営住宅を適正に管理し、入居者及び住民に良好な住宅を供給する。
・需用費　　　　　　　　　　　　　　  2,050千円　　　　　　町営住宅使用料　　10,730千円
　　（町営住宅修繕料）　　　　　　　（2,000千円）
・役務費　　　　　　　　　　　　　 　　　62千円
・長深住宅エレベータ保守点検委託料　　1,083千円
・長深住宅受水槽清掃点検委託料　　　　 　71千円
・長深住宅消防施設保守点検委託料　  　 　51千円

-7,274 

町営住宅を適正に管理し、入居者及び住民に良好な住宅を供給する。
・需用費　　　　　　　　　　　　　　  2,050千円　　　　　　町営住宅使用料　　10,730千円
　　（町営住宅修繕料）　　　　　　　（2,000千円）
・役務費　　　　　　　　　　　　　 　　　62千円
・長深住宅エレベータ保守点検委託料　　1,083千円
・長深住宅受水槽清掃点検委託料　　　　 　71千円
・長深住宅消防施設保守点検委託料　  　 　51千円
・長深住宅排水管清掃委託料　　　　　　　139千円

R6 事業費(千円) 3,317 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 10,730 一般財源R5 事業費(千円) 3,456 国補助 県補助

その他 10,730 一般財源 -7,413 

町営住宅を適正に管理し、入居者及び住民に良好な住宅を供給する。
・需用費　　　　　　　　　　　　　　  2,050千円　　　　　　町営住宅使用料　　10,730千円
　　（町営住宅修繕料）　　　　　　　（2,000千円）
・役務費　　　　　　　　　　　　　 　　　62千円
・長深住宅エレベータ保守点検委託料　　1,083千円
・長深住宅受水槽清掃点検委託料　　　　 　71千円
・長深住宅消防施設保守点検委託料　  　 　51千円

-5,671 

町営住宅を適正に管理し、入居者及び住民に良好な住宅を供給する。
・需用費　　　　　　　　　　　　　　  1,453千円　　　　　　町営住宅使用料　　10,730千円
　　（町営住宅修繕料）　　　　　　　（1,400千円）
・役務費　　　　　　　　　　　　　 　　　62千円
・長深住宅エレベータ保守点検委託料　　1,083千円
・長深住宅受水槽清掃点検委託料　　　　 　71千円
・長深住宅消防施設保守点検委託料　  　 　51千円
・長深住宅排水管清掃委託料　　　　　　　139千円
・町営住宅改修工事　　　　　　　　　　2,200千円

R4 事業費(千円) 3,317 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 10,730 一般財源R3 事業費(千円) 5,059 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-14

事業名 町営住宅管理事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 1,240
耐震診断・耐震改修を実施する所有者に対し、その費用を補助することで倒壊しにくい安全で安心な
住宅を形成し、住民の命を守る。
・木造住宅耐震診断委託料　　　　　  425千円　(47.2千円×9件)
・木造住宅耐震補強設計事業補助金　　360千円　(180千円×2件)
・木造住宅耐震補強事業補助金　　　2,000千円　(1,000千円×2件)
・木造住宅リフォーム事業補助金　　1,200千円  (600千円×2件)
・木造住宅除却事業補助　　　　　　　207千円　(207千円×1件)

1,240
耐震診断・耐震改修を実施する所有者に対し、その費用を補助することで倒壊しにくい安全で安心な
住宅を形成し、住民の命を守る。
・木造住宅耐震診断委託料　　　　　  425千円　(47.2千円×9件)
・木造住宅耐震補強設計事業補助金　　360千円　(180千円×2件)
・木造住宅耐震補強事業補助金　　　2,000千円　(1,000千円×2件)
・木造住宅リフォーム事業補助金　　1,200千円  (600千円×2件)
・木造住宅除却事業補助　　　　　　　207千円　(207千円×1件)

R6 事業費(千円) 4,192 国補助 1,715 県補助 1,237 地方債

1,237 地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 4,192 国補助 1,715 県補助

その他 一般財源 1,240
耐震診断・耐震改修を実施する所有者に対し、その費用を補助することで倒壊しにくい安全で安心な
住宅を形成し、住民の命を守る。
・木造住宅耐震診断委託料　　　　　  425千円　(47.2千円×9件)
・木造住宅耐震補強設計事業補助金　　360千円　(180千円×2件)
・木造住宅耐震補強事業補助金　　　2,000千円　(1,000千円×2件)
・木造住宅リフォーム事業補助金　　1,200千円  (600千円×2件)
・木造住宅除却事業補助　　　　　　　207千円　(207千円×1件)

1,240
耐震診断・耐震改修を実施する所有者に対し、その費用を補助することで倒壊しにくい安全で安心な
住宅を形成し、住民の命を守る。
・木造住宅耐震診断委託料　　　　　  425千円　(47.2千円×9件)
・木造住宅耐震補強設計事業補助金　　160千円　(80千円×2件)
・木造住宅耐震補強事業補助金　　　2,200千円　(1,100千円×2件)
・木造住宅リフォーム事業補助金　　1,200千円  (600千円×2件)
・木造住宅除却事業補助　　　　　　　207千円　(207千円×1件)

R4 事業費(千円) 4,192 国補助 1,715 県補助 1,237 地方債

1,237 地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 4,192 国補助 1,715 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-15

事業名 木造住宅耐震診断経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 484
・空家等対策協議会委員報酬　　　　　　 　　84千円
・空き家リノベーション支援事業補助金　　1,000千円（1,000千円×1件）
・空き家等除却支援事業補助金　　　　　　　300千円（300千円×1件）

484
東員町空家等対策計画に基づき、実態把握・発生抑制・適正管理・利活用等について取り組む。
・空家等対策協議会委員報酬　　　　　　 　　84千円
・空き家リノベーション支援事業補助金　　1,000千円
・空き家等除却支援事業補助金　　　　　　　300千円

R6 事業費(千円) 1,384 国補助 650 県補助 250 地方債

250 地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 1,384 国補助 650 県補助

その他 一般財源 5,484
東員町空家等対策計画に基づき、実態把握・発生抑制・適正管理・利活用等について取り組む。
・空家等対策協議会委員報酬　　　　　　 　　84千円
・空き家等対策計画改定業務委託　　　　　5,000千円
・空き家リノベーション支援事業補助金　　1,000千円
・空き家等除却支援事業補助金　　　　　　　300千円

2,234
東員町空家等対策計画に基づき、実態把握・発生抑制・適正管理・利活用等について取り組む。
・空家等対策協議会委員報酬　　　　　　 　　84千円
・空き家等実態調査委託　　　　　　　　　3,500千円
・空き家リノベーション支援事業補助金　　1,000千円
・空き家等除却支援事業補助金　　　　　　　300千円

R4 事業費(千円) 6,384 国補助 650 県補助 250 地方債

250 地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 4,884 国補助 2,400 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 12-16

事業名 空家等対策経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）


