
　消防上下水道関係

　（下水道局）

事　　業　　名 事 　業 　費 説　 　　　　　　　　　　　　　　明

河 川 整 備 14億3,080万円 都市基盤河川改修 2億4,580万円

 お が わ ら がわ

財源内訳 　　小河原川

　国庫補助金
7,900万円 普通河川改良 11億8,500万円

　県補助金 　　雨水排水施設の整備 7億6,700万円
7,900万円

　　　国・県が整備する砂防えん堤か
　市債 　　　ら流れ出る雨水を安全に排水す

12億6,400万円 　　　るための施設を整備する。
　　

　一般財源 　　　　東区　　　１か所 4,990万円
880万円

　　　　南区　　　２か所 1,600万円

　　　　安佐北区　５か所　 2億1,570万円

　　　　安芸区　　６か所 4億8,540万円

　　　　（スケジュール）

　　　　　元年度　測量・実施設計等

　　　　　２年度　用地取得、工事等

　　　　　３～５年度　用地取得、工事等

　　矢口地区内水対策 4,900万円

　　　防災調整池の改良

　　一般整備 3億6,900万円

土 砂 災 害 防 止 対 策 210万7千円 土砂災害ハザードマップの作成・配布
等

財源内訳
　　土砂災害警戒区域等に指定された

　一般財源 　　小学校区について、災害時におけ
210万7千円 　　る情報の伝達方法や避難場所など

　　の周知を図る。

　　　59小学校区

河川防災課長
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事　　業　　名 事 　業 　費 説　 　　　　　　　　　　　　　　明

急傾斜地崩壊防止対策 12億1,537万2千円 市施行事業 11億円

財源内訳 　　安佐北区深川八丁目など27か所

　県補助金
3億4,500万円 県施行事業負担金 9,000万円

　市債 　　西区己斐西町など26か所
8億4,500万円

　貸付金元利収入 急傾斜地整備復旧資金融資事業 2,537万2千円
2,516万2千円

　　急傾斜地の所有者等が実施する災
　一般財源 　　害防止・復旧工事の経費に対する

21万円 　　無利子融資

　　　融資限度額　500万円／件

　　　償還期間　　15年以内

河 川 施 設 災 害 復 旧 29億7,300万円 災害復旧工事　90河川

財源内訳 　　東区 3億円

　 すいしょうごうがわ

　国庫負担金 　　　水晶郷川など２河川
12億2,700万円

南区 600万円

　市債  　  ひ う な がわ

17億4,600万円 　日宇那川

　　安佐北区 16億5,900万円

 　おおつちがわ

　　　大槌川など68河川

　　安芸区 10億800万円

 　とちたにがわ

　　　栃谷川など19河川
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事 　　業 　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　明

公 共 下 水 道 整 備 149億4,710万5千円 下水道未整備地区の解消 5億8,750万円

財源内訳 　　管きょ布設

　国庫補助金 　　 　 延長2,740ｍ
50億円

　　　中山、尾長、戸坂、温品、青崎、
　企業債 　　　己斐、祇園、佐東、安佐、南原、

88億7,000万円 　　　狩留家、亀山、三入、可部、瀬
　　　野、畑賀、船越、矢野、八幡、

　負担金 　　　五日市地区
7,499万8千円

　一般会計出資金 下水道による浸水対策 47億3,850万円
10億210万7千円

　　管きょ布設 41億8,890万円

　　 　 延長5,180ｍ

　　　宇品、吉島、江波、観音、戸坂、
　　　船越、八幡地区など26地区
　　　
　　ポンプ場整備 5億4,960万円

　　　新千田ポンプ場

下水道施設の改築 93億5,840万円

　　
　　管きょ改築 34億3,990万円

　　　  延長16,600ｍ

　　　宇品地区など23地区

　　ポンプ場、水資源再生セン
　　ターの施設改築 59億1,850万円

　　　千田水資源再生センターなど33
　　　か所

合流式下水道の改善 2億6,270万5千円

 
　  管きょ布設

　　 　 延長150ｍ

　　　横川、千田地区

(注)26年８月豪雨災害に係る復興事業を含む。 
  下段( )書きは特定環境保全公共下水道の 
  事業費を参考として表示している。 

年度 当初予算額 伸び率
%

23 161億8,780万4千円 △2.0
(12億7,656万円   )

154億4,050万2千円 △4.6
(16億2,054万2千円)

134億8,572万4千円 △12.7
(12億6,623万5千円)

150億1,301万6千円 11.3
(11億8,228万7千円)

140億2,804万5千円 △6.6
(11億5,046万9千円)

144億2,987万円   2.9
(6億3,394万7千円)

139億9,635万9千円 △3.0
(3億7,773万8千円)

141億6,457万7千円 1.2
（4億8,690万3千円)

152億2,539万3千円 7.5
（4億5,768万4千円)

149億4,710万5千円 △ 1.8
（4億1,438万5千円)

元

2

29

30

24

25

26

27

28
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事 　　業 　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　明

市街化区域外汚水処理
施設整備 9億6,218万5千円 特定環境保全公共下水道整備 4億1,438万5千円

財源内訳 　　管きょ布設

　国庫補助金 　　  　延長2,310ｍ
2億8,220万円

　　　安佐、可部、湯来、小河原地区
　企業債 　　　

5億3,280万円

農業集落排水施設整備 4億8,489万3千円

　負担金
6,481万6千円 　　管きょ布設 4億3,960万円

　一般会計出資金 　　  　延長4,880ｍ
8,236万9千円

　　　戸山、白木地区

　　処理施設整備 4,529万3千円

　　　井原高南農業集落排水処理施設
　　　など４か所

市営浄化槽整備 6,290万7千円

　　５人槽　15か所、７人槽　12か所、
　　10人槽　 3か所

市街地における浸水被 新
害の軽減対策 500万円 止水板設置補助

財源内訳 　　市街化区域のうち浸水被害が発生
　　するおそれのある地区の浸水被害

　一般会計負担金 　　を軽減するため、止水板の設置に
500万円 　　要する経費を補助する。

　　　補助率　１／２
　　
　　　限度額　50万円／件
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事 　　業 　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　　　　　明

流 域 下 水 道 整 備 1億9,720万8千円 県施行太田川流域下水道（瀬野川処理
区）整備事業負担金

財源内訳
　　東部浄化センター耐津波対策工事

　企業債 　　など
1億8,890万円

　負担金
136万4千円

　一般会計出資金
694万4千円

下水道施設災害復旧 1億2,280万円 公共下水道 1,575万円

 
財源内訳 　　災害復旧工事　２地区

　国庫負担金 　 　 安芸区
8,280万6千円

　　　　畑賀、矢野地区
　企業債

3,980万円

特定環境保全公共下水道 405万円

　自己財源
19万4千円 　　災害復旧工事　

　　　安芸区

        畑賀地区

農業集落排水施設
1億300万円

　　災害復旧工事　７地区

　　　安佐北区 9,600万円

　　　　井原高南地区など６地区

　　　安芸区 700万円

　　　
　　　　阿戸地区
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　（消　防　局）

事　　業　　名 事　 業 　費 説 　 　　　 　　　　　　　　　　明

消 防 施 設 災 害 復 旧 1,642万7千円 消防団車庫の建替え

財源内訳 　　安芸消防団畑賀分団畑賀車庫

　市債 　　（スケジュール）
1,640万円

　　　30・元年度　既存車庫解体等
　一般財源

2万7千円 　　　２年度　測量、用地取得等

　　　３年度　実施設計等

　　　４年度　建設工事等

消 防 団 の 活 性 化 3,088万7千円 消防団員の確保 3,080万9千円

財源内訳 　（事業内容）
　　①活動服の仕様の見直し

　国庫委託金 　　②消防団車庫のペイント
462万2千円 　　③企業との連携によるＰＲ活動

　　④街頭大型ビジョンによる広報活
　一般財源 　　　動

2,626万5千円

消防団活動の充実 7万8千円

　（事業内容）
　　①消防団協力事業所の認定促進
　　②人材育成のための派遣研修の充
　　　実

印刷範囲外

トがあるので
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事　　業　　名 事　 業 　費 説 　 　　　 　　　　　　　　　　明

消 防 車 両 等 の 整 備 4億7,066万9千円 高規格救急自動車　５台 1億4,500万円

財源内訳
救助工作車　１台 9,100万円

　市債
4億3,740万円

はしご付消防自動車　１台 1億6,600万円

　負担金
42万5千円

中型消防ポンプ自動車等 6,336万9千円

　一般財源
3,284万4千円

消防艇　１艇 530万円

　　基本設計

消 防 庁 舎 の 整 備 30億7,897万8千円 消防署出張所の建替え 27億3,899万8千円

財源内訳 　　実施設計　１施設 3,120万8千円

　市債     　南消防署青崎出張所
30億1,860万円

　　建設工事等　５施設 27億779万円

　負担金
575万3千円    　 東消防署戸坂出張所

    　南消防署日宇那出張所
　一般財源 　　　安佐南消防署祇園出張所

5,462万5千円 　　　　　　　　　沼田出張所
　　　安芸消防署瀬野川出張所

消防団車庫の建替え 2億5,638万3千円

　　実施設計等　２施設 390万円

　　　中消防団竹屋分団車庫
　　　安佐南消防団伴分団伴中央車庫
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事　　業　　名 事　 業 　費 説 　 　　　 　　　　　　　　　　明

　　建設工事等　９施設 2億5,248万3千円

　　　東消防団矢賀分団車庫
　　　安佐南消防団古市分団中筋車庫
　　　　　　　　　原分団原車庫
　　　安佐北消防団井原分団上市車庫
　　　　　　　　　高南分団弓投車庫
　　　　　　　　　亀山分団中河内車庫
　　　安芸消防団中野分団中須賀車庫
　　　佐伯消防団観音分団倉重車庫
　　　　　　　　五日市北分団車庫

消防団車庫の耐震性の向上 8,359万7千円

　　耐震補強工事等　８施設

ヘリコプターテレビ電
送システムの更新整備 2億6,593万9千円 機器の老朽化等に対応するため、受信

局設備等を更新する。
財源内訳

　（スケジュール）
　市債

2億6,580万円 　　元年度　実施設計

　一般財源 　　２年度　設備更新
13万9千円
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　（水　道　局）

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　　明

配水施設整備事業 88億7,817万9千円 管路の更新 38億8,229万2千円

財源内訳
配水池及びポンプ所の更新・改良

　企業債 その他 49億9,588万7千円
66億520万円

　自己財源
22億7,297万9千円

浄水施設整備事業 11億7,973万3千円 取水場及び浄水場諸施設の更新・改良
その他

財源内訳
　　牛田、緑井、高陽

　企業債
2億9,370万円

　自己財源
8億8,603万3千円

水道施設災害復旧 2億7,947万4千円 災害復旧工事　５地区

財源内訳 　　安佐北区 1億5,448万4千円

　国庫補助金 　　　高陽、白木地区
3,229万6千円

　　安芸区 9,887万1千円

　企業債
1億8,050万円 　　　瀬野川、矢野地区

　自己財源 　　坂町 2,611万9千円
6,667万8千円
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