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事業内容
期間中

予定事業費

（延長・面積等）
着　手
年　度

完　了
年　度

毎年
継続

（百万円）

道路整備事業 市道高山水沢線ほか
道路整備延長（歩道含む）
L=5.3km

R3 R7 ○ 3,683 建設課

道路メンテナンス事業 市道天池細尾線ほか
橋梁点検　3３0橋
橋梁修繕　18橋

R3 R7 ○ 500 建設課

道路メンテナンス事業 市道当間珠川線ほか
トンネル・シェッド等
点検、修繕　1式

R3 R7 ○ 50 建設課

道路メンテナンス事業 市道川治昭和町線ほか
舗装修繕
L=５km

R3 R7 ○ 500 建設課

消雪パイプ整備・更新事業 市道稲荷町線ほか
消雪パイプ整備
L=2.0km

R3 R7 ○ 300 建設課

消雪パイプ整備・更新事業 市道春日３号線ほか
消雪パイプ更新
L=2.7km

R3 R7 ○ 456 建設課

流雪溝整備事業 市道内後城之古線ほか
流雪溝整備
L=4.9km

R３ R７ ○ 490 建設課

道路除排雪事業 市道川治昭和町線ほか
道路除排雪
L=474.7km

R３ R６ ○ 6,920 建設課

道路除排雪事業 市道浦田松之山線ほか
除雪機械更新
20台

R3 R７ ○ 915 建設課

道路除排雪事業 市道川治昭和町線ほか
除雪機械車庫
12台分

R3 R4 ○ 159 建設課

河川整備事業 宮沢川ほか
河川整備延長
L=98.5m

R3 R７ ○ 220 建設課

木造住宅耐震診断支援事業
昭和56年以前に建設された木造
の戸建住宅

耐震診断に要する費用の一部
補助（最大9万円）

R3 R7 ○ 2.0 都市計画課

木造住宅耐震設計支援事業
昭和56年以前に建設された木造
の戸建住宅

耐震補強設計に要する費用の
一部補助（最大13.5万円）

R3 R7 ○ 2.7 都市計画課

木造住宅耐震改修支援事業
昭和56年以前に建設された木造
の戸建住宅

耐震改修に要する費用の一部
補助（最大65万円）

R3 R7 ○ 13.3 都市計画課

がけ地近接等危険住宅移転事業 土砂災害特別警戒区域内の住宅
区域外への移転に要する費用
の一部補助（最大518.3万
円）

R3 R7 ○ 5.2 都市計画課

宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地

大規模地震等における滑動崩落に
よる宅地被害の危険性について調
査を行うとともに、必要な対策を
実施する

R3 R7 ○ 90.0 都市計画課

すまい雪おろし安全対策支援事
業

雪おろしが必要な戸建住宅
屋根雪おろし時の安全設備設
置に要する費用の一部補助
（最大10万円）

R3 R7 ○ 2.3 都市計画課

克雪すまいづくり支援事業 戸建住宅
住宅の新築・改修において克
雪化に要する費用の一部補助
（最大77万円）

R3 R7 ○ 99.6 都市計画課
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再生可能エネルギー活用推進事
業

本庁舎
太陽光発電11kW
蓄電池22kWh

R2 R4 39
エネルギー

政策課

再生可能エネルギー活用推進事
業

水沢中学校
太陽光発電12kW
蓄電池22kWh

R2 R5 46
エネルギー

政策課

再生可能エネルギー活用推進事
業

千手小学校
太陽光発電12kW
蓄電池22kWh

R2 R4 46
エネルギー

政策課

再生可能エネルギー活用推進事
業

まつのやま学園
太陽光発電12kW
蓄電池22kWh

R2 R5 47
エネルギー

政策課

再生可能エネルギー活用推進事
業

吉田小学校
太陽光発電6.3kW
蓄電池5.6kWh

R2 R6 32
エネルギー

政策課

農道橋りょう改修事業 倉俣大橋 断面補修　一式 R２ R3 2.5 農林課

防災・減災対策農業水利施設点
検・調査計画事業

浄土沢堤ほか
ため池ハザードマップ作成
27箇所

R２ R3 27.2 農林課

林道整備事業（農山漁村地域整
備交付金）

林道室野福島線　城山橋
橋梁測量設計
橋梁修繕　　N=1橋

R２ R3 4 農林課

林道整備事業（農山漁村地域整
備交付金）

林道八箇線　中ノ沢橋
橋梁測量設計
橋梁修繕　　N=1橋

R3 R3 9 農林課

林道整備事業（農山漁村地域整
備交付金）

林道田沢下山線　平内橋 橋梁点検　N=1橋 R4 R4 3 農林課

林道整備事業（農山漁村地域整
備交付金）

林道室野福島線　城山橋ほか 橋梁点検　N=7橋 R7 R7 6 農林課

鳥獣被害防止対策事業（鳥獣被
害防止総合対策交付金）

市内一円 被害防止対策　一式 R3 R7 ○ 10 農林課

市有林・市行造林整備事業（森
林環境保全整備事業）

市有林・市行造林　海老ほか 森林整備　一式 R3 R7 ○ 250 農林課

市有林・市行造林整備事業（林
業・木材産業成長産業化促進対
策交付金）

市有林・市行造林　海老ほか 路網整備　一式 R3 R7 ○ 100 農林課

上水道施設更新事業（構造物及
び設備）

上水道浄水場ほか 浄水場改築、水源施設改良ほか R3 R7 ○ 1,075 上下水道課

上水道施設更新事業（管路施
設）

上水道送配水管 設計委託、送配水管工事 R3 R7 ○ 690 上下水道課

上水道老朽管更新事業 老朽・漏水多発管路 送配水管工事 R3 R7 ○ 270 上下水道課

管路施設耐震化事業 重要路線管路 送配水管工事 R3 R7 ○ 100 上下水道課
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簡易水道施設更新事業（構造物
及び施設）

簡易水道配水池ほか 構造物・設備改築ほか R3 R7 ○ 1,840 上下水道課

簡易水道施設更新事業（管路施
設）

簡易水道送配水管 送配水管工事 R3 R7 ○ 960 上下水道課

簡易水道老朽管更新事業 老朽・漏水多発管路 送配水管工事 R3 R7 ○ 520 上下水道課

十日町下水処理センター改築更
新事業

十日町下水処理センター 汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ・汚泥濃縮設備ほか R1 R6 970 上下水道課

十日町下水処理センター総合地
震対策事業

十日町下水処理センター 総合地震対策策定、耐震診断 R3 R8 150 上下水道課

下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援制度管渠
改築事業

公共・特環下水道区域 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ更新 R3 R7 ○ 250 上下水道課

公共下水道浸水対策事業 中沢排水区
中海雨水幹線 L=650m
高田雨水幹線 L=370m

H27 R4 620 上下水道課

認定こども園施設改修支援事業 愛宕幼稚園、むつみこども園
・愛宕幼稚園園舎建替１棟
・むつみこども園園舎建替１
棟

R２ R３ 1,046
子育て
支援課

小学校施設整備事業
吉田小学校、鐙島小学校、橘小
学校、馬場小学校

便器洋式化、床ドライ化、照
明LED化、手洗い自動水栓化

R3 R7 112 教育総務課

中学校施設整備事業
南中学校、水沢中学校、松代中
学校、川西中学校

便器洋式化、床ドライ化、照
明LED化、手洗い自動水栓化

R3 R7 144 教育総務課

小学校施設整備事業 小学校14校
各校の特別教室２室にエアコ
ン設置

R3 R7 71 教育総務課

中学校施設整備事業 中学校10校
各校の特別教室２室にエアコ
ン設置

R3 R7 46 教育総務課

小学校長寿命化改修事業 水沢小学校 校舎改修　3,345㎡ R4 R6 765 教育総務課

中学校長寿命化改修事業 中条中学校 校舎改修　1,600㎡ R5 R7 371 教育総務課

耐震性貯水槽整備事業 市内一円 耐震性貯水槽新設10基 R3 R7 ○ 120 消防本部

高規格救急自動車整備事業 消防本部、南分署 高規格救急自動車の更新２台 R3 R7 58 消防本部

通信指令設備主要機器整備事業 消防本部 通信指令設備主要機器の更新 R４ R４ 66 消防本部

タンク車整備場 南分署 タンク車の更新１台 R６ R6 65 消防本部


