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事    業    概    要 予算額（万円） 

一 般 会 計 

 

【 総 務 】 

 

一般管理 

 一般管理 

  ○委託 

   ・企業信用調査 49.4

   ・街区表示整備ほか 30.5

  ○電子調達システム利用負担金 795.2

 町名地番整備事業 

  ○委託 

   ・地番対照表作成 360.0

   ・街区表示板作成設置 80.0

 防犯街灯設置事業 

  ○修繕 500.0

  ○防犯街灯設置工事 305.0

  ○防犯街灯設置費補助 1,500.0

 防犯カメラ設置事業 97.3

 町会関係 

  ○掲示板設置補助 80.0

 ＮＰＯ・ボランティア支援事業 

  ○施設管理委託 66.2

  ○市民活動センター運営費補助 2,879.2

 緊急雇用創出事業 

  防犯対策事業 

   ○自転車盗難防止等パトロール委託 5,118.2
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会    計 予算額(万円) 伸び率(％) 

一 般 会 計 853 億 5,000.0 3.8

国 民 健 康 保 険 302 億 3,730.0 4.4

後 期 高 齢 者 医 療 18 億 4,500.0 △0.1

老 人 保 険 医 療 - 皆減

介 護 保 険 130 億 7,710.0 9.4

農業集落排水事業 7,310.0 △3.1

下 水 道 事 業 65 億 3,850.0 4.2

特 

別 

会 

計 

小   計 517 億 7,100.0 5.4

水 道 事 業 会 計 50 億 1,820.0 △4.1

合   計 1,421 億 3,920.0 4.1
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文書広報 

 文書管理 

  ○文書廃棄等委託 121.3

 法規管理 

  ○例規情報システムデータ更新委託 424.8

財産管理 

 庁舎等管理 

  ○修繕 1,000.0

  ○施設管理委託ほか 1 億 3,276.5

 市庁舎等改修事業 

  ○修繕 175.0

  ○庁舎改修工事 1,570.0

 市庁舎耐震改修事業 1,000.0

 自動車管理 

  ○修繕 403.7

 その他財産管理 

  ○施設管理委託 279.7

企画 

 都市交流拠点整備事業 26.4

 （仮称）市原南ＩＣ周辺地区まちづくり促進事業 

  ○調査設計委託 430.0

  ○バスターミナル等整備工事 1 億 8,000.0

    圏央道市原南インターチェンジ（仮称）の供用に先立ち、地元まちづ

くり協議会が中心となって策定したまちづくり計画を基に、パーク＆

バスライド機能を有した施設を整備する。２３年度は市道やバスター

ミナルなどの一次造成工事を進める形で、アスファルト舗装や待合所

設置など施設の整備に取り組む。 

 五井駅東口案内誘導サイン整備事業 

  ○調査設計委託 800.0

 交通結節点整備事業 

  ○調査設計委託 430.0

 地域公共交通活性化協議会事業 

  ○小湊鉄道ポイント整備費負担金 3,675.0

    市地域公共交通活性化協議会が国庫補助制度を活用し、小湊鉄道里見

駅に切り替えポイントを設置。列車どうしの単線区間でのすれ違いを

可能にすることで、増便を促進するための負担金。 

支所 

 支所 

  ○施設管理委託 458.7

コミュニティ 

 町会集会施設整備事業 

  ○町会集会施設整備事業補助 2,857.0

 三和コミュニティセンター 

  ○管理運営委託 4,499.7

  ○建築物定期点検委託ほか 93.2

 菊間コミュニティセンター 

  ○管理運営委託 5,690.5

  ○建築物定期点検委託ほか 133.1

 ちはら台コミュニティセンター 

  ○管理運営委託 5,339.6

  ○建築物定期点検委託ほか 125.4
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  ○備品購入 128.0

 千種コミュニティセンター 

  ○管理運営委託 3,417.6

  ○建築物定期点検委託ほか 77.8

 戸田コミュニティセンター 

  ○管理運営委託 3,499.4

  ○建築物定期点検委託ほか 74.5

市民文化施設 

 市民会館 

  ○委託 

   ・管理運営 2 億 2,308.3

   ・建築物定期点検 218.5

 市民会館改修事業 

  ○修繕 400.0

  ○調査設計委託 320.0

 五井会館 

  ○管理運営委託 2,237.8

 サンプラザ市原 

  ○修繕 410.0

  ○委託 

   ・管理運営 1 億 2,655.0

   ・建築物定期点検ほか 305.7

  ○修繕工事 420.0

 サンプラザ市原利用促進事業 

  ○施工監理委託 574.9

  ○改修工事 6,505.1

    五井地区の「都市交流拠点」に立地するサンプラザ市原の求心性の向

上と賑わいの創出を目指すため、多様な機能を集積した公共施設へ改

修・再編する。２階には五井支所や消費生活センター、情報発信ブー

スを入居させるほか、７～１１階に多目的スペースや会議室、生涯学

習支援センターなどを配置する考えだ。 

交通安全 

 自転車駐車場 

  ○修繕 100.0

  ○管理運営委託 6,076.1

 自動車駐車場 

  ○修繕ほか 356.0

  ○委託 

   ・管理運営 3,580.0

   ・建築物定期点検ほか 41.7

 放置自転車対策 

  ○委託 

   ・放置自転車移送等 731.2

   ・看板作成 68.1

電子計算 

 電算システム運用事業 

  ○委託 

   ・情報システム運用 3,432.4

   ・電算用電源設備等保守 400.0

 住民記録・戸籍・住民基本台帳システム事業 

  ○住民基本台帳ネットワーク整備委託 257.3
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 基幹系システム再構築事業 

  ○住記系システム導入委託 5,500.0

 統合型ＧＩＳ事業 

  ○データ更新・基盤整備委託 615.0

 情報端末・情報共有システム事業 

  ○情報機器管理支援委託 350.0

 ネットワークシステム事業 

  ○ネットワーク管理支援委託 1,245.0

税務総務 

 固定資産税等関係 

  ○地籍図・地番図加筆訂正委託 415.4

 緊急雇用創出事業 

  ○家屋客体現況調査委託 901.4

  ○家屋課税資料整備委託 3,255.0

賦課徴収 

 収納関係 

  ○公売物件不動産鑑定委託 263.7

  ○機器使用料 1,761.3

 固定資産税等関係 

  ○固定資産総合資料整備委託 3,340.8

 不動産鑑定評価委託事業 

  ○不動産鑑定評価委託 900.0

 高精度航空写真撮影等委託事業 

  ○写真撮影等委託 900.0

 市民税・諸税関係 

  ○機器使用料 2,077.9

戸籍住民基本台帳 

 戸籍住民基本台帳関係 

  ○機器保守委託ほか 84.4

県議会議員選挙 

 選挙執行事務 

  ○委託 

   ・選挙執行事務 1,489.3

   ・投開票等事務 917.1

  ○自動車使用料ほか 250.6

市長及び市議会議員選挙 

 選挙執行事務 

  ○委託 

   ・選挙執行事務 6,501.2

   ・投開票等事務 1,060.5

  ○自動車使用料ほか 255.2

 

 

【 民 生 】 

 

社会福祉総務 

 一般管理 

  ○社会福祉協議会事務所修繕工事 200.0

 介護予防サービス計画作成事業 

  ○計画策定委託 223.4
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 地域福祉活動支援事業 

  ○地域福祉活動拠点整備モデル事業補助 150.0

 安心生活創造事業 

  ○安心生活創造事業委託 977.1

 緊急雇用創出事業 

  ○地域包括支援センターサポート委託 728.2

障害福祉 

 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定事業 

  ○計画策定委託 450.0

 地域活動支援センター事業 

  ○地域活動支援センターⅠ型事業委託 2,540.0

  ○地域活動支援センターⅢ型事業運営費補助 3,351.0

  ○地域活動支援センターⅡ型事業助成 6,130.0

 訪問入浴サービス事業 

  ○訪問入浴サービス事業委託 108.0

 グループホーム等利用促進事業 

  ○グループホーム等運営費補助 1,950.0

 グループホーム等整備促進事業 

  ○グループホーム等整備費補助 300.0

社会福祉施設 

 福祉会館 

  ○管理運営等委託 4,586.5

 福祉作業所 

  ○修繕ほか 179.8

  ○委託 

   ・管理運営 1 億 2,017.7

   ・建築設備定期点検等 171.4

  ○送迎車購入 480.3

 菊間保健福祉センター 

  ○管理運営委託 2,858.8

 姉崎保健福祉センター 

  ○修繕ほか 170.0

  ○委託 

   ・管理運営 6,385.2

   ・建築設備定期点検等 137.2

 三和保健福祉センター 

  ○委託 

   ・管理運営 3,846.5

   ・建築設備定期点検等 121.2

 （仮称）南部保健福祉センター建設事業 

  ○委託 

   ・実施設計 5,500.0

   ・不動産登記ほか 211.6

  ○取付道路等整備工事 7,500.0

  ○土地購入 1,955.3

  ○樹木伐採等補償 192.0

牛久地区に整備する南部保健福祉センター（仮称）の建設に向けては

２３年度、実施設計のほか、取付道路となる市道６８０４・６４１９

号線の整備を実施。施設はＲＣ（一部Ｓ）造２階建て延べ約３，００

０㎡の規模で計画しており、内部には地域福祉センターや老人福祉セ

ンター、障がい者福祉センター、児童館、ヘルスステーションのほか、
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市内各保健福祉センターでは初となる中高年健康増進施設を設置す

る考えだ。施設の整備は２４年度から２ヵ年で着手し、２６年の完成

を目指す。基本設計は都市環境設計（東京都渋谷区代々木１‐３１‐

６）、取付道路の詳細設計は都市土木技術研究所（市原市辰巳台東３

‐２２）にそれぞれ委託した。 

老人福祉 

 老人援護 

  ○高齢者住宅改造費助成 300.0

 緊急通報体制整備事業 

  ○整備委託 4,700.0

 高齢者保健福祉計画策定事業 

  ○計画策定委託 400.0

 ゲートボール場 

  ○管理運営等委託 461.6

 老人福祉センター 

  ○修繕 142.2

  ○管理運営等委託 3,876.5

 老人ホーム 

  ○修繕ほか 166.5

  ○管理運営等委託 1 億 3,731.2

 老人福祉施設整備費補助事業 

  ○老人福祉施設整備費補助 5,706.0

  ○スプリンクラー整備費補助 765.9

    特別養護老人ホームの入所待機者の縮減を図るため、施設を増設する

社会福祉法人に対して経費の一部を補助する。増設を予定しているの

は特別養護老人ホーム清流園（社会福祉法人清流会）、特別養護老人

ホームあじさい苑（社会福祉法人三和会）、特別養護老人ホームトー

タス（社会福祉法人鶴心会）。それぞれ３０床を増床する計画だ。 

 菊間保健福祉センター 

  ○修繕 100.0

  ○老人福祉センター管理運営委託 87.8

 姉崎保健福祉センター 

  ○老人福祉センター管理運営委託 54.2

 三和保健福祉センター 

  ○修繕 50.0

  ○老人福祉センター管理運営委託 52.3

児童福祉 

 ファミリー・サポート・センター事業 

  ○運営委託 460.7

 ちびっ子ふれあい広場事業 

  ○運営委託 460.4

保育所 

 民間保育所運営 

  ○民間保育所運営事業助成 1 億 2,379.4

 施設管理 

  ○修繕 1,369.5

  ○施設管理等委託 1,486.0

 施設改修事業 

  ○施設改修工事 200.0

児童福祉施設 

 菊間保健福祉センター児童館 
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  ○管理運営委託 943.3

 姉崎保健福祉センター児童館 

  ○管理運営委託 943.3

 三和保健福祉センター児童館 

  ○管理運営委託 599.4

 放課後児童健全育成事業 

  ○修繕ほか 136.2

  ○委託 

   ・運営 3 億 9,907.6

   ・施設管理 282.5

  ○牧園小学校児童クラブ施設使用料 563.4

  ○施設改修工事 429.5

青少年対策 

 青少年会館 

  ○修繕ほか 245.1

  ○施設運営委託 2,548.1

 

 

【 衛 生 】 

 

保健衛生総務 

 旧国保診療所維持管理 

  ○施設管理委託 114.3

 保健活動 

  ○修繕ほか 189.2

 保健施設管理 

  ○修繕 118.0

  ○施設管理委託 1,363.4

  ○急病センター空調設備改修等工事 1,600.0

救急医療対策 

 救急医療対策 

  ○急病センター運営委託 1 億 0,661.3

環境衛生 

 憩の家運営 

  ○修繕 100.0

  ○管理運営委託 3,145.7

 上水道配水管布設事業 

  ○上水道配水管布設事業補助 1,400.0

火葬場 

 火葬場管理 

  ○修繕 100.0

  ○施設管理委託ほか 4,123.6

  ○火葬炉等修繕工事 2,898.0

墓園 

 墓園管理 

  ○委託 

   ・海保墓園施設管理等 1,737.2

   ・能満墓園施設管理 1,161.6

  ○施設改修工事 199.0

 合葬墓整備事業 

  ○建設工事 9,500.0
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    永代供養が可能な合葬墓を、海保墓園内の旧火葬場跡地に整備する。

ＲＣ造地下１階地上１階建て延べ約４００㎡規模の施設に、礼拝所や

納骨室、合葬室を配置する。県内では市川市や習志野市、八千代市に

整備されている。 

環境保全総務 

 地球温暖化防止活動 

  ○住宅用太陽光発電システム設置費補助 300.0

 バイオマス利活用事業 

  ○伐竹委託 100.0

  ○樹木粉砕機等購入 416.0

 環境学習 

  ○エコフェアいちはら事業委託 168.6

みどり保全 

 みどり保全 

  ○ふれあいサンクチュアリ施設管理委託ほか 141.4

  ○生垣設置奨励補助 250.0

 市民の森 

  ○修繕ほか 224.2

  ○管理運営委託 2,172.4

 憩の森 

  ○施設管理委託 475.9

 市民の森再生事業 

  ○市民の森再生事業委託 2,400.0

 緊急雇用創出事業  

  ○自然環境マップ作成委託 3,782.6

公害対策 

 大気汚染対策 

  ○修繕ほか 108.2

  ○委託 

   ・測定機器等維持管理等 2,926.4

   ・大気汚染物質確認調査ほか 1,387.4

 大気汚染監視システム整備事業 

  ○監視システム整備委託 113.8

  ○監視測定機器購入 900.0

 水質汚濁対策 

  ○委託 

   ・高滝ダム貯水池・養老川等水質調査 1,752.5

   ・ダイオキシン類等水質汚濁監視調査 609.0

   ・地下水位観測井管理及び解析調査ほか 477.4

 養老川水質汚染対策事業 

  ○環境調査等委託 497.8

  ○養老川水質汚染対策事業負担金 398.8

 悪臭・騒音・振動対策 

  ○臭気発生源調査委託 92.8

清掃 

 清掃総務 

  ○修繕ほか 254.9

  ○委託 

   ・五井・姉ケ崎・八幡宿駅前公衆便所管理 488.6

   ・屋外焼却行為監視 360.1

   ・草刈機貸出等 195.0
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 ごみ減量８５０推進事業 

  ○ごみ質分析委託ほか 385.0

  ○負担金補助及び交付金 

   ・生ごみ肥料化容器購入費補助 34.0

   ・生ごみ処理機購入費補助 128.0

 不法投棄対策 

  ○委託 

   ・不法投棄撤去 969.6

   ・不法投棄監視 611.1

   ・不法投棄分析ほか 345.2

 クリーンアップ推進事業 

  ○小規模不法投棄清掃委託ほか 739.1

 合併処理浄化槽普及事業 

  ○合併処理浄化槽設置事業補助 1 億 2,653.4

 緊急雇用創出事業 

  ○不法投棄対策台帳データベース化事業 307.5

  ○合併処理浄化槽普及啓発事業 681.7

ごみ処理 

 ごみ収集 

  ○修繕 588.6

  ○委託 

   ・可燃ごみ収集運搬 3 億 0,814.8

   ・資源物収集運搬 2 億 3,499.0

   ・粗大ごみ収集運搬 2,003.4

  ○ごみ収集車購入 1,400.0

 清掃工場運営 

  ○施設管理用消耗品 7,307.2

  ○修繕 2,375.0

  ○委託 

   ・焼却灰再生処理 1 億 8,984.0

   ・ごみ処理施設運転ほか 6 億 5,094.2

  ○修繕工事 2 億 9,000.0

 終処分場 

  ○修繕 894.2

  ○施設管理用消耗品ほか 566.6

  ○委託 

   ・施設管理 2,513.6

   ・水質分析 857.4

   ・発生ガス調査ほか 593.5

 福増クリーンセンター第二工場基幹改良事業 

  ○長寿命化計画策定委託 230.0

    平成６年の竣工から１５年以上が経過し、基幹設備の老朽化が懸念さ

れる同工場の維持管理の適正化に向け、長寿命化計画を策定する。機

能の回復に必要な整備内容や時期、稼働によるＣＯ２排出量の削減に

向け検証する２３、２４年度の継続事業。 

し尿処理 

 し尿処理 

  ○施設管理用消耗品 2,469.9

  ○修繕ほか 1,084.5

  ○委託 

   ・脱水汚泥処理 7,525.5
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   ・施設管理 6,995.5

   ・水質検査ほか 383.6

  ○修繕工事 3,600.0

  ○遠隔地し尿収集助成 501.8

 

 

【 労 働 】 

 

勤労会館 

 勤労会館管理 

  ○修繕ほか 130.0

  ○委託 

   ・管理運営 9,212.9

   ・建築物定期点検等 333.6

  ○改修工事 280.0

 

 

【 農 林 水 産 業 】 

 

農業委員会 

 農業委員会 

  ○農地情報管理システムデータ入力等委託 289.8

農業総務 

 農業振興地域整備計画策定事業 

  ○農業振興地域整備計画策定調査委託 570.0

農業振興 

 農業振興 

  ○園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助 280.0

  ○水稲病害虫防除事業費補助 1,064.0

  ○中山間地域等直接支払交付金 207.5

 観光活用型農業振興事業 

  ○計画策定調査委託 300.0

 有害獣対策事業 

  ○有害獣被害防止対策電気柵設置事業補助 1,200.0

  ○有害獣被害防止対策檻罠購入費補助 75.0

 農業サポートセンター事業 

  ・運営委託 1,340.1

農業センター 

 農業センター管理 

  ○修繕ほか 175.0

  ○施設管理委託 3,153.8

  ○原材料 252.8

 都市農業センター景観整備事業 

  ○施設管理委託 139.7

 農業センター改修整備 

  ○修繕 337.0

 あずの里いちはら 

  ○管理運営委託 3,199.4

農業構造改善事業 

 経営体育成基盤整備事業 

  ○計画変更委託 136.5
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  ○経営体育成基盤整備事業費負担金 6,000.0

 集落基盤整備事業 

  ○集落基盤整備事業費負担金 200.0

 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業 

  ○農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費交付金 673.6

畜産業 

 畜産振興 

  ○石神畜産団地排水施設等水質調査委託 82.1

  ○家畜防疫対策事業費補助 552.0

農地 

 施設管理 

  ○修繕ほか 117.4

  ○委託 

   ・農業用排水路等浚渫 2,166.0

   ・農村公園管理運営 420.0

   ・三和排水機場管理 371.9

   ・柳原排水機場等管理 250.3

  ○施設管理用原材料 1,440.3

 施設整備 

  ○農道修繕工事委託ほか 7,802.6

  ○農道等修繕工事 2,598.0

 市単用排水路整備事業 

  ○用排水路整備工事 750.0

  ○用排水施設整備事業補助 600.0

 ため池等整備事業 

  ○ため池等整備事業費負担金 500.0

 土地改良施設維持管理適正化事業 

  ○土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 68.7

  ○土地改良施設維持管理適正化事業費補助 285.0

 農業用河川工作物応急対策事業 

  ○農業用河川工作物応急対策事業費負担金 300.0

林業振興 

 林業振興  

  ○森林機能強化対策事業補助 140.0

  ○間伐材利用促進事業補助 40.0

  ○被害森林再生・資源循環促進事業補助 392.7

 里山活動推進事業 

  ○里山活動推進事業補助 120.0

 林道管理 

  ○林道修繕工事委託ほか 1,450.0

  ○施設管理用原材料 132.3

 

 

【 商 工 】 

 

商工業振興 

 中小企業資質向上対策事業 

  ○ＩＳＯ認証取得事業補助 150.0

 商店街活性化事業 

  ○五井駅東口イルミネーション設置事業費補助 100.0

 商店街街路灯設置等事業 
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  ○商店街街路灯維持管理費補助 292.5

  ○商店街街路灯設置費補助 480.0

 特色ある商店街づくり事業 

  ○特色ある商店街づくり事業費補助 600.0

 新産業導入促進事業 

  ○企業立地奨励金 

   ・大規模立地特別奨励金 2,286.5

   ・新産業立地奨励金 5,808.4

   ・立地奨励金 1 億 5,891.0

 農商工観連携促進事業 

  ○農商工観連携促進事業費補助 369.0

観光 

 観光地おもてなし事業 

  ○トイレ建設工事委託ほか 1,001.0

 南市原アートフェスティバル事業 

  ○計画策定委託 1,000.0

 観光施設 

  ○委託 

   ・高滝湖畔公園管理運営 2,249.4

   ・鶴舞公園管理運営 239.0

   ・観光案内所運営 560.2

   ・高滝ダム記念館設備定期点検 40.6

   ・観光施設清掃等管理ほか 310.2

  ○移動式トイレ借上ほか 130.4

 観光施設整備 

  ○高滝湖畔公園安全柵改修工事 529.2

 水と彫刻の丘 

  ○施設管理委託ほか 164.4

 水と彫刻の丘改修事業 

  ○施工監理委託 630.0

  ○施設改修工事 8,450.0

    「水と彫刻の丘活性化計画」を基にしたリノベーション（改修）に着

手する。魅力的で発信性のある施設となるように、壁や床などに現代

アートを取り込むほか、市が収集した絵画などの芸術品のための収蔵

庫を併設させる。アート部分の意匠設計は公募型プロポーザル方式に

より有設計室が担当。２３、２４年度の２ヵ年で本体工事を進め、２

５年度にリニューアルオープンさせる。 

 

 

【 土 木 】 

 

土木総務 

 既存建築物耐震改修等促進事業 

  ○委託 

   ・耐震診断士派遣 630.0

   ・木造住宅耐震性能評価ほか 342.0

  ○特定建築物耐震診断費補助 180.0

  ○木造住宅耐震改修補助 2,500.0

  ○民間建築物アスベスト対策事業 

   ・民間建築物吹付けアスベスト対策費補助 30.0

  ○避難路等調査事業 39.0
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道路橋りょう総務 

 道路境界・占用関係 

  ○測量等委託 713.5

 道路台帳整備 

  ○道路台帳整備委託ほか 3,210.1

  ○原材料 257.9

 狭あい道路後退用地整備事業 

  ○測量等委託 651.8

  ○狭あい道路後退用地整備助成 265.0

道路橋りょう維持 

 道路維持 

  ○修繕 524.8

  ○委託 

   ・路面清掃等道路管理 1 億 2,748.7

   ・街路樹等緑地管理 1 億 4,123.9

   ・駅舎自由通路等管理 2,961.0

   ・測量等 2,391.9

   ・舗装修繕等工事 3 億 3,200.0

  ○工事 

   ・舗装修繕 1 億 9,530.0

   ・側溝整備ほか 4,470.0

  ○原材料 3,140.8

  ○電柱移設等負担金 250.0

  ○私道整備補助 1,006.6

 排水整備事業 

  ○排水整備工事 930.0

  ○支障埋設物移設負担金 70.0

 道路愛護推進事業 

  ○原材料 412.9

 五井駅東西駅前交通広場改修事業 

  ○調査設計委託 500.0

 橋りょう耐震対策事業 

  ○調査設計委託 520.0

 橋りょう維持 

  ○橋りょう長寿命化修繕計画策定調査委託 3,500.0

    道路交通の安全を確保する維持管理のコスト削減を目的に、長寿命化

修繕計画を策定する。２１年度に基本方針の策定と橋梁台帳整備、２

２年度に橋長１５ｍ以上の１４４橋を点検。２３年度は社会資本整備

総合交付金を活用、橋長１５ｍ未満２５２橋の点検を計画している。 

道路橋りょう新設改良 

 道路新設改良 

  ○市道用地管理委託 765.8

 局部改良事業 

  ○調査測量委託ほか 500.0

  ○市道１１７号線（葉木）工事ほか 1,340.0

 市道７２５３号線（平野・山口） 

  ○調査測量委託 600.0

 椎津川河川改修関連事業 

  ○市道１４３１号線（椎津）工事 1,500.0

  ○堀内橋建設負担金 2,525.0
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 市道２９２０号線（島野） 

  ○調査測量委託 420.0

 市道１３号線（光風台・南岩崎） 

  ○測量委託 400.0

 市道５０６５号線（山田・磯ケ谷） 

  ○工事 1,370.0

 郡本地区道路整備事業 

  ○調査測量委託 2,500.0

 五井駅東口地区関連事業 

  ○測量委託 50.0

 五座目地区道路整備事業 41.5

 市道コ－２７７号線（青柳） 

  ○調査測量委託 80.0

 首都圏中央連絡自動車道関連事業 

  ○測量委託ほか 260.0

 用地取得事業 

  ○委託 

   ・物件調査 500.0

   ・不動産鑑定 400.0

   ・不動産登記ほか 240.0

  ○土地購入 2,497.6

 市道６４２３号線手綱橋整備事業 

  ○工事 1 億 3,700.0

道路交通安全対策 

 施設管理 

  ○修繕ほか 3,517.1

  ○道路反射鏡等補修委託 50.0

  ○道路照明柱塗装修繕工事 160.0

 施設整備 

  ○委託 

   ・区画線設置工事 2,410.0

   ・歩道切り下げ工事 400.0

  ○工事 

   ・八幡地区歩行者通路整備 480.0

   ・交通安全施設設置 2,500.0

   ・交通安全施設修繕 3,850.0

  ○原材料 425.9

  ○防護柵設置負担金 505.0

 道路特定事業計画改定事業 

  ○調査設計委託 400.0

 市道２７号線（神崎・勝間） 

  ○工事 500.0

 市道２４号線（久々津） 

  ○調査設計委託 500.0

 市道１２０号線（高田） 

  ○調査設計委託 400.0

 市道２１７０号線（根田） 

  ○測量等委託 420.0

 緊急雇用創出事業 

  ○交通安全施設台帳整備委託 672.0
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河川総務 

 急傾斜地崩壊対策事業 

  ○急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,800.0

河川改良 

 河川管理 

  ○除草等委託 2,767.5

  ○維持工事 1,600.0

 上前川改修事業 

  ○測量委託 180.0

  ○工事 3,200.0

  ○水道管等移設負担金 1,150.0

 用地取得事業 

  ○不動産登記委託ほか 110.0

 養老川河川環境整備事業 

  ○河川公園管理委託 896.3

 緊急雇用創出事業 

  ○河川環境整備事業 

   ・竹木伐採等委託 1,000.0

排水整備 

 各所排水整備 

  ○委託 

   ・排水路管理 3,454.3

   ・設計等 972.0

   ・排水路修繕等工事 1,800.0

  ○工事 1,850.0

  ○支障埋設物移設等負担金 120.0

 馬立（新田）地区排水整備 

  ○工事 750.0

 用地取得事業 

  ○土地購入 50.0

港湾建設 

 港湾建設 

  ○千葉港市原埠頭改修工事負担金 600.0

都市計画総務 

 一般管理 

  ○違反屋外広告物撤去等委託 100.8

 都市計画基礎調査事業 

  ○基礎調査委託 1,000.0

 緊急雇用創出事業 

  ○都市計画決定図書電子化事業 51.9

土地区画整理 

 一般管理 

  ○修繕ほか 185.5

  ○委託 

   ・施設管理 2,921.4

   ・応急工事 1,200.0

  ○使用料及び賃借 

   ・土地 465.7

   ・機器ほか 257.5

 岩崎地区土地区画整理事業 

  ○委託 
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   ・建物調査等 1,760.0

   ・造成工事等 358.0

  ○工事 

   ・街区造成 1,310.0

   ・区画道路築造ほか 1 億 7,690.0

  ○水道等負担金 4,870.0

  ○建物移転等補償 1,100.0

 新田下宿土地区画整理事業 

  ○委託 

   ・建物調査等 2,000.0

   ・造成工事等 450.0

  ○工事 

   ・街区造成 2,530.0

   ・区画道路築造ほか 4,470.0

  ○水道等負担金 2,550.0

  ○建物移転等補償 3 億 1,400.0

 北五井土地区画整理事業 

  ○委託 

   ・建物調査等 2,450.0

   ・造成工事等 1,170.0

  ○工事 

   ・街区造成 2,460.0

   ・区画道路築造ほか 7,040.0

  ○水道等負担金 5,660.0

  ○建物移転等補償 3 億 0,300.0

 姉崎駅前土地区画整理事業 

  ○測量等委託 1,050.0

  ○街区造成工事 1,800.0

  ○電柱移設等負担金 100.0

  ○建物移転等補償 30.0

 姉崎駅西口土地区画整理事業 

  ○委託 

   ・測量等 78.0

   ・造成工事等 200.0

  ○工事 

   ・街区造成 1,500.0

   ・仮設住宅撤去 1,000.0

  ○清算交付金 4,385.0

 八幡宿駅東口土地区画整理事業 

  ○修繕ほか 108.0

  ○委託 

   ・建物調査等 4,255.9

   ・造成工事等 1,500.0

  ○建物使用 900.0

  ○工事 

   ・街区造成 3,830.0

   ・区画道路築造ほか 6,670.0

  ○水道等負担金 8,150.0

  ○建物移転等補償 3 億 0,000.0

 市施行土地区画整理事業 

  ○土地購入 147.6
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街路事業 

 一般管理 

  ○街路用地管理委託 787.6

  ○維持工事 340.0

 青柳海保線（島野）整備 

  ○函型擁壁等築造工事 2 億 0,400.0

 八幡椎津線（姉崎）整備 

  ○工事 300.0

 八幡椎津線（平田）整備 

  ○工事 5,200.0

 八幡草刈線（八幡）整備 

  ○工事 1 億 0,000.0

 八幡新田線（五井）整備 

  ○街路整備事業負担金 175.5

 用地取得事業 

  ○委託 

   ・物件調査 1,000.0

   ・不動産鑑定 280.0

   ・不動産登記事務ほか 370.0

  ○土地購入 9 億 8,286.6

  ○建物移転等補償 6,880.0

都市下水路 

 施設管理 

  ○浚渫等委託 494.1

 若宮都市下水路整備事業 

  ○調査設計委託 260.0

公園 

 公園管理 

  ○委託 

   ・都市公園管理運営 3 億 9,919.8

   ・有料公園施設管理運営 2 億 0,804.2

   ・公園予定地管理 1,773.2

   ・草花植栽管理 681.4

   ・建築物定期点検等 365.2

   ・わんぱく潮見広場管理 45.2

   ・公園台帳整備 178.6

 都市公園等施設改修 

  ○施設修繕 220.0

 海づり施設管理 

  ○管理運営委託ほか 4,387.9

 八幡公園整備 

  ○施設修繕 380.0

 緑地運動公園改修 

  ○施設修繕 450.0

  ○測量委託 110.0

 海づり施設整備 

  ○桟橋塗装工事 1,000.0

 （仮称）姉崎森林公園関連整備 

  ○境界査定資料等作成委託 50.0

 街区公園整備 

  ○土地購入 1,780.0
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 姉崎公園改修事業 

  ○施設修繕 360.0

 （仮称）潤井戸１号近隣公園整備事業 

  ○公園整備工事委託 2 億 5,156.6

 （仮称）南青柳近隣公園整備事業 

  ○調査設計委託 1,200.0

 （仮称）市原市総合公園整備事業 

  ○委託 

   ・施工監理 1,465.5

   ・調査設計 1,335.1

  ○公園整備工事 5 億 0,419.4

  ○水道負担金 147.0

    ２１年度から４ヵ年継続で進めている同公園整備事業の３ヵ年目。五

井駅前東土地区画整理事業地内約９．９ha を整備するもので、２３年

度はスケートパークやこもれび広場、駐車場の整備を継続するととも

に、芝生広場や四季の路、公園センターの整備に着手する予定だ。 

 公園リフレッシュ事業 

  ○調査設計委託 629.0

  ○緑地運動公園便所改修工事 1,500.0

 運動施設リフレッシュ事業 

  ○調査設計委託 380.0

  ○臨海球場内野人工芝張替工事 7,500.0

 公園遊具リフレッシュ事業 

  ○工事 

   ・水無月公園遊具設置 550.0

   ・八幡公園遊具設置 450.0

     供用後２０年以上が経過した公園が約６割を占める同市では、リフ

レッシュ化に着手する。市の都市公園長寿命化計画を策定、計画的

な改築に取り組む方針だ。 

 公園バリアフリー化事業 

  ○工事 

   ・権現森公園改修 1,680.0

   ・青柳中央公園改修 170.0

   ・出津弁天公園改修 150.0

 緊急雇用創出事業 

  ○都市公園等環境整備委託 1,440.0

住宅管理 

 住宅管理 

  ○修繕ほか 2,599.6

  ○施設管理委託ほか 990.5

 市営住宅改修事業 

  ○平田住宅改修工事 240.0

 市営住宅借上事業 

  ○建物使用 1,872.0

 木の家普及促進事業 

  ○木の家普及促進事業補助 250.0

 

 

【 消 防 】 
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常備消防 

 庁舎等管理 

  ○修繕 470.0

  ○施設管理委託 7,476.3

 消防車両・消防水利等維持管理 

  ○修繕 1,156.2

  ○防火水槽撤去工事ほか 340.0

  ○消火栓設置・修理負担金 2,700.0

 通信指令 

  ○緊急情報指令装置保守管理等委託 3,093.8

  ○備品購入 140.0

 署活動系携帯型無線機整備事業 

  ○備品購入 1,350.0

 消防救急無線整備運営 

  ○消防救急無線設備整備費負担金 1 億 2,502.0

 共同指令センター整備運営 

  ○共同指令センター整備費負担金 6,241.6

 危険物災害予防 

  ○特定屋外タンク検査委託 8,324.2

 消火救急活動 

  ○消防器具保守点検委託 266.4

  ○備品購入 110.3

非常備消防 

 消防団施設等管理 

  ○修繕 531.0

  ○施設管理委託 179.5

消防施設 

 消防庁舎耐震改修事業 

  ○設計委託 2,620.0

 耐震性貯水槽整備事業 

  ○測量等委託 70.0

  ○設置工事 3,400.0

 消防関係車両整備事業 

  ○水槽付消防ポンプ車製造工事 4,500.0

 救急車両整備事業 

  ○高規格救急車製造工事 6,300.0

 消防団車両整備事業 

  ○小型動力ポンプ付積載車製造工事 2,750.0

水防 

 水防 

  ○委託 

   ・水門及び排水機場等管理 554.7

   ・水防訓練会場設営 116.8

 洪水ハザードマップ作成事業 70.0

災害対策 

 災害対策 

  ○修繕 120.0

  ○防災施設保守管理委託ほか 712.6

  ○がけ地崩壊対策事業補助 300.0

 防災行政無線システム整備事業 

  ○屋外子局修繕 150.0
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  ○屋外子局設置・修繕工事 550.0

 防災施設整備事業 

  ○工事 

   ・市津防災備蓄倉庫設置 1,500.0

   ・災害用井戸掘削 610.0

  ○土砂災害ハザードマップ作成事業 24.2

 

 

【 教 育 】 

 

教育総務 

 特別支援教育学級整備事業 

  ○備品購入 150.0

 小中一貫校開設事業 

  ○備品移設委託 80.0

  ○校舎増築等工事 2 億 2,800.0

    小規模化が進む加茂地区の小中学校の適正化を目的に、同市で初とな

る小中一貫校を開設する。既設の加茂中学校の校舎や屋内運動場、グ

ラウンド、プールを改修するとともに、小学校１～４年生の普通教室

棟としてＲＣ造平屋６０１㎡の校舎を増築。２３年度から２ヵ年で施

工し、２５年４月の開校を目指す。基本・実施設計はカトウ建築事務

所（千葉市中央区栄町３６‐１０）が手がけた。 

 教職員住宅解体撤去事業 

  ○測量等委託 62.2

教育センター 

 施設管理 

  ○施設管理委託 282.3

小学校管理 

 学校運営 

  ○修繕 210.0

  ○委託 

   ・複写機保守管理 602.2

   ・粗大ゴミ収集運搬処理 226.8

  ○備品購入 2,190.0

 施設管理 

  ○委託 

   ・施設管理 8,713.2

   ・建築物定期点検等 676.3

 児童の安全確保・学校の安全管理対策事業 

  ○備品購入 230.0

 環境整備 

  ○修繕 8,000.0

  ○設計委託 240.8

  ○施設改修工事 8,000.0

  ○原材料 322.5

 小学校既存学校施設整備事業 

  ○明神小学校便所改修工事設計委託 330.0

  ○工事 

   ・国分寺台小学校便所改修 5,000.0

   ・菊間小学校管理教室棟外壁改修 3,900.0

   ・水の江小学校普通教室床改修 1,500.0
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 耐震対策 

  ○委託 

   ・市西小学校校舎耐震補強工事設計 1,490.0

   ・光風台小学校校舎耐震補強工事設計 2,210.0

   ・若葉小学校校舎耐震補強工事設計 2,510.0

   ・国分寺台西小学校校舎耐震補強工事設計 1,050.0

   ・千種小学校屋内運動場耐震補強工事設計 940.0

教育振興 

 児童 

  ○修繕 200.0

  ○備品購入 1,880.0

 小学校コンピュータ活用教育推進事業 

  ○機器使用 9,232.6

 教育振興 

  ○備品購入 4,500.0

学校建設 

 小学校施設改築事業 

  ○京葉小学校屋内運動場解体工事 3,400.0

  ○千種小学校校舎増改築事業 

   ・工事 3 億 4,100.0

 小学校仮設校舎設置事業 

  ○千種小学校仮設校舎使用 1,385.7

  ○千種小学校仮設便所使用 23.1

中学校管理 

 学校運営 

  ○修繕 150.0

  ○委託 

   ・複写機保守管理 518.8

   ・粗大ゴミ収集運搬処理 108.7

  ○備品購入 1,200.0

 中学校校舎建設等に係る備品等事業 

  ○備品購入 2,500.0

 施設管理 

  ○委託 

   ・施設管理 4,243.5

   ・建築物定期点検等 292.4

 環境整備 

  ○修繕 4,500.0

  ○設計委託 159.5

  ○施設改修工事 4,800.0

  ○原材料 189.7

 中学校既存学校施設整備事業 

  ○有秋中学校便所改修工事設計委託 340.0

  ○工事 

   ・双葉中学校便所改修 6,500.0

   ・市東中学校屋内運動場屋根改修 1,600.0

 耐震対策 

  ○委託 

   ・八幡中学校校舎耐震補強工事設計 1,840.0

   ・三和中学校校舎耐震補強工事設計 2,460.0
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教育振興 

 生徒 

  ○修繕 200.0

 

 中学校コンピュータ活用教育推進事業 

  ○機器使用 7,434.8

 中学校校舎建設等に係る備品等事業 

  ○備品購入 5,614.0

学校建設 

 （仮称）千原台第二中学校建設事業 

   ・施工監理委託 2,469.6

   ・工事 19 億 4,654.4

     ちはら台地区の教室不足解消に向けた２ヵ年継続の新中学校建設

工事は、建築本体を進和・笹原ＪＶ、電気設備を三和電設、給排水

衛生設備をオカモト、空調設備を帝設備が施工中。校舎、屋内運動

場、武道場を合わせた総延べ床面積は７，５０２．５１㎡で、２４

年４月の開校を目指す。 

幼稚園 

 施設管理 

  ○施設管理委託ほか 447.5

 環境整備 

  ○修繕 600.0

  ○施設改修工事 350.0

社会教育総務 

 文化の森 

  ○施設管理委託 869.4

 旧鶴舞青年の家施設維持管理 

  ○施設管理委託 176.3

 集会所 

  ○施設管理 117.9

 青少年指導センター 

  ○施設管理委託 130.8

 文化の森周辺整備事業 

  ○施設管理委託 856.5

 旧鶴舞青年の家施設維持 

  ○施設管理委託 575.7

文化振興 

 文化財保護 

  ○施設管理委託ほか 938.3

 国分尼寺跡展示館管理運営 

  ○施設管理委託ほか 577.2

  ○指定文化財保存整備事業補助 240.0

 埋蔵文化財調査センター管理運営 

  ○修繕ほか 255.0

  ○施設管理委託ほか 697.1

 民間開発等埋蔵文化財調査事業 

  ○工事委託 576.1

 国分寺台地区埋蔵文化財調査事業 

  ○調査委託ほか 430.2

 都市計画道路埋蔵文化財調査事業 

  ○工事委託 144.7
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 八幡宿駅東口埋蔵文化財調査事業 

  ○工事委託 62.9

 保健福祉施設埋蔵文化財調査事業 

  ○委託 

   ・工事 184.8

   ・調査 122.7

公民館 

 施設管理 

  ○修繕ほか 546.4

  ○委託 

   ・管理運営 3 億 5,755.8

   ・建築物等定期点検 642.2

   ・自家用電気工作物保安管理 243.1

 公民館整備事業 

  ○耐震診断委託 250.0

  ○工事 

   ・市津公民館電気設備等改修 2,980.0

   ・姉崎公民館給排水設備改修 520.0

図書館 

 図書館運営 

  ○図書館資料装備等委託 429.3

  ○機器使用 2,835.5

  ○図書館資料等購入 3,500.0

 施設管理 

  ○修繕ほか 296.9

  ○委託 

   ・施設管理 3,013.1

   ・建築設備定期点検 128.7

保健体育総務 

 いきいきウォーキングライフ事業 

  ○ウォーキングマップ作成委託 55.0

 中学校校舎建設等に係る保健室備品等整備事業 

  ○備品購入 270.0

学校給食 

 施設管理 

  ○修繕 750.4

  ○施設管理委託 1 億 2,284.1

  ○備品購入 500.0

 学校給食共同調理場施設整備事業 

  ○修繕 950.0

  ○修繕工事 3,450.0

 学校給食共同調理場備品整備事業 

  ○備品購入 3,000.0

 中学校校舎建設等に係る給食用備品等整備事業 

  ○備品購入 370.0

体育施設 

 武道館 

  ○委託 

   ・中央武道館管理運営 8,603.7

   ・建築物等定期点検ほか 245.0
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 施設管理 

  ○委託 

   ・市原スポレクパーク管理運営 5,617.1

   ・運動広場維持管理ほか 2,112.8

  ○運動広場詰所屋根改修工事 160.0

 

 加茂地区運動広場建設事業 

  ○工事 1 億 4,835.0

  ○備品購入 200.0

 

 

【継続費】 

 

総務 

 ○総務管理 

  ・サンプラザ市原利用促進事業 

    総額：２億３，６００．０万円 

     年割額 ２３年度：  ７，０８０．０万円 

         ２４年度：１億６，５２０．０万円 

衛生 

 ○清掃 

  ・福増クリーンセンター第２工場基幹改良事業 

    総額：５１０．０万円 

     年割額 ２３年度：２３０．０万円 

         ２４年度：２８０．０万円 

商工 

 ○商工 

  ・水と彫刻の丘改修事業 

    総額：５億４，７００．０万円 

     年割額 ２３年度：  ９，０８０．０万円 

         ２４年度：４億５，６２０．０万円 

土木 

 ○都市計画 

  ・（仮称）市原市総合公園整備事業 

    総額：１７億３，８５０．０万円 

     年割額 ２１年度：１億６，５７０．０万円 

         ２２年度：３億８，５２０．０万円 

         ２３年度：５億２，９２０．０万円 

         ２４年度：６億５，８４０．０万円 

教育 

 ○教育総務 

  ・小中一貫校開設事業 

    総額：６億６，１００．０万円 

     年割額 ２３年度：２億２，８００．０万円 

         ２４年度：４億３，３００．０万円 

 ○小学校 

  ・千種小学校校舎増築事業 

    総額：５億１，５００．０万円 

     年割額 ２２年度：１億７，４００．０万円 

         ２３年度：３億４，１００．０万円 
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 ○中学校 

  ・（仮称）千原台第二中学校建設事業 

    総額：２４億２，０００．０万円 

     年割額 ２２年度 ：４億４，８９０．０万円 

         ２３年度：１９億７，１１０．０万円 

 ○保健体育 

  ・加茂地区運動広場建設事業 

    総額：２億９，６００．０万円 

     年割額 ２２年度：１億４，７６５．０万円 

         ２３年度：１億４，８３５．０万円 

 

 

【債務負担行為】 

 

  ・五井小学校仮設校舎設置事業 

    期間 ：２３～２５年度 

    限度額：９，９９６．０万円 

 

特 別 会 計  

 

《 農業集落排水事業 》 

 

農業集落排水事業 

 維持管理 

  ○修繕 416.2

  ○汚水処理施設等管理委託 1,103.5

 建設改良 

  ○整備事業 36.0

 

 

《 下水道事業 》 

 

維持管理 

 処理場管理 

  ○修繕 1 億 6,331.9

  ○薬剤等消耗品 5,447.0

  ○施設管理委託 3 億 9,429.0

 ポンプ場管理 

  ○修繕 5,206.5

  ○施設管理委託 3,538.5

 幹線・管渠維持管理 

  ○委託 

   ・人孔修繕等工事 2,500.0

   ・施設管理 1,387.1

   ・下水道管等調査 771.4

  ○施設改修工事 500.0

  ○原材料 225.9

 下水道台帳整備 

  ○下水道台帳整備委託 1,000.0
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 誉田グリーンヒル地区管渠改修事業 

  ○汚水流量調査委託 100.0

  ○管渠改修工事 1,300.0

 光風台地区管渠補修事業 

  ○調査設計委託 1,580.0

建設改良 

 松ケ島終末処理場整備事業 

  ○調査設計委託 777.0

 菊間終末処理場整備事業 

  ○調査設計委託 90.0

 南総終末処理場整備事業 

  ○施工管理委託 100.0

  ○工事 

   ・場内整備 4,500.0

   ・進入路外周路築造 2,240.0

 南総終末処理場整備事業（設備工事） 

  ○工事 

   ・機械設備 1 億 6,129.0

   ・電気設備 7,540.0

 下水道施設長寿命化事業 

  ○調査設計委託 1,810.0

    昭和４４年に供用した五井ポンプ場をはじめ、松ケ島ポンプ場や吹上

中継ポンプ場、松ケ島終末処理場など老朽化が目立つ松ケ島処理区の

長寿命化計画を策定する。２３年度から社会資本総合整備計画に位置

づけ、国の特定財源を活用して整備を進める。 

 若宮中継ポンプ場整備事業 

  ○調査設計委託 90.0

 五井ポンプ場整備事業 

  ○調査設計委託 350.0

 八幡中継ポンプ場整備事業 

  ○設備更新工事 6,000.0

 松ケ島ポンプ場整備事業 

  ○ポンプ場建設工事 2 億 2,080.0

  ○施工監理委託 50.0

 吹上中継ポンプ場整備事業 

  ○調査設計委託 190.0

 馬立中継ポンプ場整備事業 

  ○ポンプ場建設工事 2 億 8,390.0

 公共下水道耐震化計画策定事業 

  ○調査委託 500.0

 潤井戸地区関連整備事業 

  ○調査委託 180.0

  ○工事 1 億 1,110.0

  ○支障埋設物移設等負担金 780.0

 菊間５号幹線整備事業 

  ○工事 3,500.0

  ○支障埋設物移設等負担金 120.0

 八幡本町地区整備事業 

  ○調査委託 287.0

  ○工事 1,980.0

  ○支障埋設物移設等負担金 2,280.0
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 八幡宿駅東口地区整備事業 

  ○工事 1,660.0

 八幡五本松地区整備事業 

  ○調査委託 90.0

  ○工事 6,220.0

  ○支障埋設物移設等負担金 390.0

 大厩地区整備事業 

  ○調査委託 80.0

  ○工事 2,530.0

  ○支障埋設物移設等負担金 3,075.0

 菊間地区整備事業 

  ○調査委託 133.0

  ○工事 3,000.0

  ○支障埋設物移設等負担金 247.0

 白船幹線整備事業 

  ○調査委託 574.0

 関戸地区整備事業 

  ○調査設計委託 1,000.0

 五所地区整備事業 

  ○調査委託 120.0

  ○工事 1,560.0

  ○支障埋設物移設等負担金 620.0

 君塚地区整備事業 

  ○調査設計委託ほか 560.0

  ○工事 2,430.0

  ○支障埋設物移設等負担金 990.0

 五井川岸地区整備事業 

  ○工事 2,870.0

  ○支障埋設物移設等負担金 65.0

 北五井地区整備事業 

  ○工事 1,600.0

 新田下宿地区整備事業 

  ○工事 3,500.0

 五井玉前地区整備事業 

  ○調査設計委託ほか 1,330.0

  ○工事 1,820.0

  ○支障埋設物移設等負担金 240.0

 岩崎地区整備事業 

  ○工事 1,920.0

  ○支障埋設物移設等負担金 200.0

 玉前地区整備事業 

  ○調査設計委託ほか 113.0

  ○工事 2,130.0

 北青柳地区整備事業 

  ○調査設計委託ほか 620.0

  ○工事 2,780.0

 今津朝山地区整備事業 

  ○調査委託 140.0

  ○工事 2,980.0

  ○支障埋設物移設等負担金 3,280.0
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 姉崎台地区整備事業 

  ○調査委託 70.0

  ○工事 1,470.0

 姉崎東部地区整備事業 

  ○委託 

   ・調査 370.0

   ・公共桝設置等工事 400.0

  ○工事 3,840.0

  ○支障埋設物移設等負担金 1,450.0

  ○家屋等損害補償 300.0

 姉崎駅東口地区整備事業 

  ○工事 1,360.0

 南総１号幹線整備事業 

  ○工事 2,160.0

  ○支障埋設物移設等負担金 1,130.0

 南総２号幹線整備事業 

  ○工事 170.0

  ○支障埋設物移設等負担金 1,610.0

 南総３号幹線整備事業 

  ○工事 1,400.0

 光風台地区整備事業 

  ○調査委託 70.0

  ○工事 1,170.0

  ○支障埋設物移設等負担金 240.0

 牛久地区整備事業 

  ○調査委託 60.0

  ○工事 6,210.0

  ○支障埋設物移設等負担金 500.0

 

 

【継続費】 

 

下水道事業 

 ○公共下水道 

  ・南総終末処理場整備事業（設備工事） 

    総額：６億２，３４９．０万円 

     年割額 ２２年度：４億０，５８０．０万円 

         ２３年度：２億１，７６９．０万円 

  ・松ケ島ポンプ場整備事業 

    総額：８億５，９３０．０万円 

     年割額 ２３年度：１億７，０５０．０万円 

         ２４年度：６億８，８８０．０万円 

 

企 業 会 計  

 

《 水 道 事 業 》 

 

[業務の予定量] 

１．給水戸数    ：  １万８，６００戸 

２．年間給水量   ：５８６万３，０００㎥ 
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３．一日平均給水量 ：  １万６，０６０㎥ 

４．主な建設改良事業 

   上水道拡張事業：５億６，６５４．４万円 

   各施設整備事業：５億０，７４３．４万円 

 

《収益的支出》：２８億４，０８４．１万円 

原水及び浄水 （5 億 1,352.0） 

 ○動力、薬品、ダム維持管理負担金等 

配水及び給水 （2 億 4,725.4） 

 ○漏水修繕、施設管理委託等 

 

《資本的支出》：２１億７，７３５．９万円 

拡張事業 （5億 6,654.4） 

 ○新井浄水場沈澱池設備増設事業等 

配水設備（5 億 0,743.4） 

 ○各地区配水管布設・布設替工事等 

営業設備（2,675.1） 

 ○量水器購入等 

 

【継続費】 

 

資本的支出 

 ○建設改良 

  ・新井浄水場沈殿池設備増設事業 

    総額：２億８，２００．０万円 

     年割額 ２２年度：１億１，０００．０万円 

         ２３年度：１億７，２００．０万円 

 

 


