
議案第３７号資料 
 

平成３０年度 
南山城村一般会計補正予算（第３号）概要 

 

 

総務費   

 ・防災行政無線管理事業                     ２６４千円 

 ・公共施設補修事業（庁舎以外）             ６４８千円 

 ・庁舎等管理事業                  １，９１２千円 

 ・道の駅管理事業                  １，４００千円 

・電算管理事業                        ２３９千円(特財   44 千円) 

・駅舎活性化事業                 １１，２６１千円(特財 4,316 千円) 

 ・地方創生推進交付金事業              １，１３３千円(特財  566 千円) 

  

民生費 

 ・自立支援法給付事業               １１，１４７千円(特財 7,800 千円) 

 ・障害者相談事業                     ６１千円 

 ・臨時福祉給付費支給事業【経済対策分】          ８２千円 

 

衛生費  

 ・簡易水道事業特別会計繰出金（人件費分）      △１，０００千円 

 ・簡易水道事業特別会計繰出金（人件費以外）    △１，７５９千円 

 

農林水産業費 

 ・農業委員会運営事業                      ２３７千円 

 ・農業施設管理運営事業                 ９４０千円 

 ・茶振興対策事業                  ８，０１６千円(特財 6,600 千円) 

 ・むら活き生きまつり                  ３００千円(特財  300 千円) 

 ・農道等整備事業                   ５，１６４千円(特財 1,600 千円) 

 

消防費 

・全国消防操法大会出場事業             ５，４９６千円(特財 5,496 千円) 

・消防施設維持管理事業                 ８１７千円(特財  500 千円) 

 ・災害対策費                     １，７２７千円(特財   863 千円) 

 

災害復旧費 

 ・農林水産施設災害復旧事業（単独）         １，６００千円 

 ・公共土木施設災害復旧事業（単独）        ２９，０００千円(特財 29,000 千円) 

 ・公共土木施設災害復旧事業（補助）        １７，３６７千円(特財 17,345 千円) 

 

 

補正額合計     ９６，０５２千円 
 



平成３０平成３０平成３０平成３０年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算予算予算予算（（（（第３号第３号第３号第３号））））主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 総務費 ）・項（ 総務管理費 ） 

事 業 名 防災行政無線管理事業 

予 算 額          ２６４千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 ・防災無線の管理にあたり、電波法第 51 条の規程により無線従事者の選任 

が必要なため。第三級陸上特殊無線技士の免許の取得（2 名） 

 

・防災行政無線のサーバーに不具合が発生し、修繕が必要になったため。 

  

≪予算内訳≫ 

【旅費】   ７千円７千円７千円７千円 

 JR 大河原駅～天満橋駅     １，２９０円×２名   ２，５８０円 

   日 当           ２，０００円×２名     ４，０００円 

 

【需用費】２５６千円２５６千円２５６千円２５６千円                    

 受講料                  ２５，８３４円×２名   ５１，６６８円    

   防災無線サーバー修繕料                       ２０３，５８０円   

 

【役務費】  １千円１千円１千円１千円    

第三級陸上特殊無線技士試験受講の為の住民票  

３００円×２名    ６００円        

 

担当課 総務課 

 

 

 

 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 総務費 ）・項（ 総務管理費 ） 

事 業 名 庁舎等管理事業 

予 算 額    １，９１２千円 新規・継続の別 新規 

 

 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

本郷コミュニティセンター他改修工事において材料費の高騰や、

施工方法の変更により、工事費の増額を要することとなった。 

今山公民館内の漏電、庁舎の空調の故障並びに漏水が発生したた

め緊急に対応が必要となった。 

今山教職員住宅内の空調が故障したため、空調の更新が必要とな

った。 

 

≪実施内容・予算内訳≫ 

〔歳出〕 

【需用費 修繕料】 ８６４千円８６４千円８６４千円８６４千円 

① 今山公民館電気設備修繕          ２８１千円 

② 役場庁舎空調トラブル緊急点検       １２９千円 

③ 役場庁舎電気まわり更新工事        ３６７千円 

④ 役場庁舎屋外漏水復旧工事          ８７千円 

 

【工事請負費】     １，０４８千円１，０４８千円１，０４８千円１，０４８千円    

① 本郷コミュニティセンター他改修工事    ９３８千円 

② 今山教職員住宅空調更新工事        １１０千円 

 

〔歳入〕 

財源：過疎対策事業債 

担当課 総務課 

 

 

 

 

 



平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正予算予算予算予算（第３号）主（第３号）主（第３号）主（第３号）主要事項説明要事項説明要事項説明要事項説明    

款（ 総務費 ）・項（ 総務管理費 ） 

事 業 名 道の駅管理事業 

予 算 額     １，４００千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

 道の駅施設付帯事業として実施する。 

① 駐車場出入口２箇所に防犯カメラを設置し、防犯対策強化及び犯

罪等の抑止効果を図る。 

② 厨房内の物置場との間に、間仕切りのカーテンを設置し、衛生面

の対策を図る。 

 

≪実施内容≫ 

工事請負費 

① 駐車場防犯カメラ設置 ２箇所  １，１１３千円 

② 厨房間仕切りカーテン設置 Ａ＝８㎡ ２８７千円   

担当課 産業生活課 

    

 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 総務費 ）・項（ 総務管理費 ） 

事 業 名 電算管理事業 

予 算 額 ２３９千円 新規・継続の別 新規 

 

 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

市町村基幹業務支援システム（住民基本台帳・国民年金システム）において、以下の

とおりシステム改修を行う。 

①マイナンバーカード等の記載事項の充実（旧氏を事項とする）に伴い、以下のとお

り改修を実施する。 

・住民票の様式変更 

・住民票の写し等への情報の追加 

・転出証明等への情報の追加 

②国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料の免除に係る改正に対応するた

め、以下のとおり改修を実施する。 

・産前産後期間の保険料の免除に関する入力、処理を可能とする。 

・各種統一様式に産前産後期間の保険料の免除の欄を追加する。 

③当初予算計上していた国民健康保険システム改修業務について特別会計（国民健康

保険）へ組み替えを行う。 

④平成２９年度に実施した障害システムにおいて一部システム改修を行わず、設定変

更で行うことが可能となったため、障害者総合支援事業費補助金（国庫補助）の精算

を行う。 

≪実施内容≫ 

〔歳出〕  

【委託料】             △１９６千円△１９６千円△１９６千円△１９６千円    

① 平成３０年度マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る市町村基幹業務 

支援システム（住民記録システム）改修業務               ４４千円 

② 国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料の免除に係る市町村基幹業務 

支援システム（国民年金システム）改修業務               １６７千円 

③ 高額療養費制度見直しに伴う市町村基幹業務支援システム(国民健康保険システ 

ム)改修業務 一般会計から特別会計(国民健康保険)への組み替え  △４０７千円 

【償還利子及び割引料】 ４３５千円４３５千円４３５千円４３５千円 

④ 障害者総合支援事業費補助金返還              

平成２９年度交付決定額（６４８千円） 

精算額（２１３千円） 

〔歳入〕 

平成３０年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナンバーカード等の

記載事項の充実にかかるものに限る。） １，２８６千円１，２８６千円１，２８６千円１，２８６千円 

内訳 ・平成３０年度マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る市町村基幹業務

支援システム（住民記録システム）改修業務            ４４千円 

   ・マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る住民基本台帳ネットワーク 

対応業務（当初）                       １，２４２千円 

担当課 総務課 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 総務費 ）・項（ 総務管理費 ） 

事 業 名 駅舎活性化事業 

予 算 額    １１，２６１千円 新規・継続の別 継続 

 

 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

京都府補助事業の駅再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにより、ＪＲ関西本線大河原駅

の駅舎の改修等を行い、関西本線の利用促進、駅舎の利便性向上、

周辺地域の観光等による活性化等、駅舎を中心として構築する目的

である。 

 

≪実施内容≫ 

大河原駅舎の設計及び改築工事 

 

≪予算内訳≫ 

委  託  料：２，３００千円 

   ・工事費設計委託料 

 

工事請負費：８，９６１千円 

   ・概算工事費用 

 

計   １１，２６１千円１１，２６１千円１１，２６１千円１１，２６１千円 

 

【財源内訳】 

京都府支出金(駅再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)  ４，３１６千円 

・20,000千円の１/2 補助事業で、平成 29 年度に 1,684千円 

・残補助額、8,316千円の歳入見込みへ補正 

担当課 総務課 

 

 

 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款( 総務費 )・項( 総務管理費 ) 

事 業 名 地方創生推進交付金事業 

予 算 額 １，１３３千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

人口減少が進む相楽東部地域において、地域の基軸となる木津川

及び国道 163 号を活用し、京阪神や中部圏、学研都市等の都市部か

らの多くの人を呼び込み、体験交流を図る。2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック、2021 年ワールドマスターズゲームズに向けて

地域資源を活用した交流の舞台を展開し、人と人の交流から観光振

興を図る。 

 

≪実施内容≫ 

「相楽東部未来づくりセンター」を中心に相楽東部３町村と府が

連携し、豊かな地域資源を活用したアクティビティパーク（自然環

境の中でスポーツ等の様々な体験を提供できるエリア）を形成し、

交流人口の拡大を図る。 

 

■相楽東部の自然資源を活用したアクティビティ観光商品化への展

開を、相楽東部未来づくりセンターに於いて立ち上げた相楽東部

「ひと・企業」誘致促進協議会が主体となり実施。 

 

○３町村毎のアクティビティ観光商品化 

・カヌー等リバークルージング体験、マウンテンバイク、ボル 

ダリング、スポーツフィッシング競技等の観光商品化 

 

 

≪実施場所≫ 

南山城村地内  

 

≪事業費の算出≫ 

分 担 金             １，１３３千円 

 

 

内  容：相楽東部「ひと・企業」誘致促進協議会への分担金 

充当財源：地方創生推進交付金 ５６６千円（補助率 1/2） 

担当課 むらづくり推進課 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款( 民生費 ) ・項( 社会福祉費 ) 

事 業 名 自立支援法給付事業 

予 算 額   １１，１４７千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  障害児・者がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活

または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービ

スに係る給付その他の支援を行う。 

 

≪実施内容≫ 

 １ 障害福祉サービス受給者及びグループホーム入居者の増加並

びに障害サービスの見直しに伴う増額補正 

   ①障害福祉サービス受給者 １名増 

②グループホーム入居者  １名増 

 ２ 平成２９年度国庫負担金及び補助金の確定による返還金 

 

≪事業費の内訳≫ 

 １ 扶助費（国補助事業） １０，４００千円 

 ２ 償還金利子及び割引料    ７４７千円 

 

 【充当財源】 ①国庫負担金 ５，２００千円 

        ②府負担金  ２，６００千円 

 

 

担当課 保健福祉課 

 

 

 

 

 



平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正予算予算予算予算（（（（第３号第３号第３号第３号））））主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（農林水産業費）・項（ 農業費 ） 

事 業 名 農業施設管理運営事業 

予 算 額        ９４０千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

  南山城村農業者トレーニングセンターにおいて、台風１２号等に

より修繕が必要となった箇所及び経年劣化による補修箇所を修繕

し、利用者が安心・安全に利用できる施設管理運営を行う。 

 

≪実施内容≫ 

 【需用費】 

 トレーニングセンターアリーナ水銀灯購入 

（１４灯）                １８０千円 

【工事請負費】 

① トレーニングセンターアリーナ屋根改修工事 

（雨押え４２．８ｍ他）          ５００千円 

② トレーニングセンター営農研究企画室床マット張替工事 

（複層ビニルシート３６㎡他）       ２６０千円 

担当課 産業生活課 

    

 

 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（農林水産業費）・項（ 農業費 ）  

   

事 業 名 茶振興対策事業 

予 算 額     ８，０１６千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

≪目的・趣旨≫ 

茶園管理機械施設（乗用型茶園管理機）の導入・設置による茶園管

理の省力化、軽作業化を目指し、担い手が魅力を持てる農業経営の実

現と農家所得の安定向上と経営の健全化を図るとともに、平成３０年

７月５日からの豪雨（災害名：７月豪雨災害）により被災した南山城

村研修製茶工場建物側壁並びに重油タンクの復旧工事に要する費用

の支出。 

 

 

≪事業概要≫ 

（１）共同製茶等省力化推進事業  予算額７，４２５千円 

事業実施場所 : 南山城村大字田山地内 

 事業主体   : 鷹ノ尾茶園管理機利用組合（５戸） 

 受益面積   :  ７.５ha 

 事業量    : 乗用型茶園管理機 ３台 
 
 総事業費   : １６，５００千円 
 
 補助額    : 府６，６００千円、 村８２５千円 
 

補助率     : 府 40％以内、村 5％以内 

 

 

（２）南山城村研修製茶工場修繕工事  予算額５９１千円 

 事業実施場所 : 南山城村大字田山地内 

 事業量    : 工場建物側壁（スレート） ２箇所 

          重油タンク         １基 

          危険物に関する掲示板    １枚 

 

 

 

担当課 産業生活課 



平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正予算予算予算予算（（（（第３号第３号第３号第３号））））主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

 款（農林水産業費）・項（ 農業費 ） 

事 業 名 農道等整備事業 

予 算 額     ５，１６４千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

 

《目的・趣旨》 

豪雨（7月豪雨災害他）により被災した農業用施設の崩土等除去及び

復旧等の工事を実施する。 

 

《実施内容》 

【工事請負費】 

① ツルギ農道 倒木及び崩土除去１箇所     ４８６千円 

② ヨシノ下農道 路肩復旧・ブロック積 7㎡   ３８３千円 

③ 奥山農道 路肩復旧・ふとん篭 25m      ７７８千円 

④ 参会石農道 路肩復旧・ブロック積 6.4㎡   ３５０千円  

⑤ 油目農道 既設横断管入口補修 1式、 

路面補修・砕石 27㎡        ３７４千円 

⑥ ソグサ水路 護岸復旧・ブロック積 7.2 ㎡   ３９４千円 

⑦ 池田水路 ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠補修 8.6㎡       ３０２千円 

⑧ バチギ農道 路肩補修・ﾌﾞﾛｯｸ積 6㎡     ３２８千円 

⑨ 上広見農道 路肩補修・ﾌﾞﾛｯｸ積 12 ㎡     ７２１千円 

⑩ 谷尾農道 路肩補修・ふとん篭 36ｍ    １，０４８千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

    



平成平成平成平成３０年度一般会計補正予算（第３号）３０年度一般会計補正予算（第３号）３０年度一般会計補正予算（第３号）３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 消防費 ）・項（ 消防費 ） 

事 業 名 全国消防操法大会出場事業 

予  算  額      ５，４９６千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

第２５回京都府消防操法大会(小型ポンプ操法の部)で優勝した南山城村 

消防団が、京都府代表として第２６回全国消防操法大会へ出場する。 

地域防災に根ざす消防団の活性化、消化技術等の向上と士気の高揚を図 

り、消防活動の充実及び発展を目的とする。本村の消防団としては初出場で 

ある。 

≪実施内容≫ 

「第２６回全国消防操法大会」が平成３０年１０月１９日(金)に富山県広

域消防防災センターで開催され、京都府代表として出場するものに係る経

費の支出。 

１０月１８日(前日)午前８時より消防ポンプ等資機材検査、大会リハー

サル、訓練が予定されている。 

≪予算内訳≫ 

報償費：５００千円 

旅費 

費用弁償：９８４千円 

普通旅費：１，７１２千円 

需用費 

消耗品費：１，０５６千円 

       （操法用ホース、横断幕、懸垂幕、ゼッケン等） 

燃料費：４９千円 

（ポンプ燃料、レンタカー燃料代） 

食糧費：８０千円 

役務費 

手数料：３０千円 

使用料及び賃借料：９１９千円 

        （ポンプレンタル、レンタカー代等） 

備品購入費：１６６千円 

 

【財源充当】ふるさとづくり基金繰入金：５，４９６千円 

 

担当課 総務課 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 消防費 ）・項（ 消防費 ） 

事 業 名 消防施設維持管理事業 

予 算 額       ８１７千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

火災の発生などに際し、周辺住民はもとより消防団員等にも召集を 

促す消防サイレン線の修繕及び移設等を行うもの。 

 

≪実施内容≫ 

・昨年の台風２２号の影響により、断線している田山地区のサイレン

線に係る鉄塔の移設等に関する工事費用。 

・台風１２号によるサイレン線(高尾地区)の修繕費用。 

 

≪予算内訳≫ 

【需用費】 

修繕料（施設）：２５０千円 

・高尾地区サイレン線断線の修繕 

 

【工事請負費】 

工事請負費：５６７千円 

    ・割尾坂サイレン線鉄塔移設等工事 

   ＊財源充当：辺地対策事業債５００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 総務課 

 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（ 消防費 ）・項（ 消防費 ） 

事 業 名 災害対策費 

予  算  額     １,７２７千円 新規・継続の別 継続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

・7/5～7/7にかけての西日本豪雨対応職員の時間外勤務手当。 

・7/28～7/29にかけての台風 12号対応職員の時間外勤務手当。 

 

≪実施内容≫ 

・災害対応（西日本豪雨、台風 12号による動員職員の時間外勤務手当） 

 

≪予算内訳≫ 

西日本豪雨に係る 

・職員手当等 ７９９千円（管理職 8名・一般職員 15名 計 23名） 

管理職員（特別勤務手当）  １２０千円 

一般職員（時間外手当）   ６７９千円 

 

台風 12号に係る 

・職員手当等 ９２８千円（管理職 8名・一般職員 16名 計 24名） 

管理職員（特別勤務手当）    ９６千円 

一般職員（時間外手当）    ８３２千円 

担当課 総務課 

 

 

 

 

 



平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正平成３０年度一般会計補正予算予算予算予算（第３号）（第３号）（第３号）（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

 款（災害復旧費）・項（農林水産施設災害復旧費） 

事 業 名 農林水産施設災害復旧事業（単独） 

予 算 額     １，６００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

《目的･趣旨》 

平成３０年７月豪雨により被災した農地復旧に伴う材料支給を行

う。 

 

《実施内容》 

【原材料費】 

① 溝滝水田復旧  １箇所  ４００千円 

② 奥山茶園復旧  １箇所  ４００千円 

③ 大岩茶園復旧  １箇所  ４００千円 

④ バチギ茶園復旧 １箇所  ４００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

 



平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（災害復旧費）・項（公共土木施設災害復旧費） 

事 業 名 公共土木施設災害復旧事業（単独） 

予 算 額 ２９，０００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

平成３０年６月６日の梅雨前線による降雨により被災した公共土

木施設（単独分：異常気象でないもの）の復旧を実施する。 

  また、平成３０年７月５日～８日の梅雨前線豪雨及び台風７号で

被災した田山高山橋線に関連して、今後の防災上対策が必要である

ため工事を実施する。 

 

≪被災施設及び状況≫ 

○降雨により被災した公共土木施設の復旧に係る単独災害分の復旧 

  道路災害 ２箇所 

 

≪実施内容≫ 

13.委託料     ２，５００千円 

1級村道 田山高山橋線災害設計業務   ２，５００千円 

 

15．工事請負費 ２６，５００千円 

１級村道 大河原多羅尾線 １箇所  １８，０００千円 

１級村道  田山高山橋線 １箇所   ８，５００千円 

 

 

担当課 建設水道課 

 

 

 

 

 



 

平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）平成３０年度一般会計補正予算（第３号）主要事項説明主要事項説明主要事項説明主要事項説明    

款（災害復旧費）・項（公共土木施設災害復旧費） 

事 業 名 公共土木施設災害復旧事業（補助）  

予 算 額 １７，３６７千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

  平成３０年７月５日～８日の梅雨前線豪雨及び台風７号による 

豪雨により被災した公共土木施設（補助対象事業分）の復旧を実 

施する。 

 

≪被災施設及び状況≫ 

異常気象：平成３０年７月５日～８日の梅雨前線豪雨及び台風７号

による豪雨 

対象雨量：北大河原観測所 

 最大１時間雨量 22mm/h 24時間雨量 147mm/日 

被災箇所：公共土木施設（道路１件） 

（道路災）１級村道 田山高山橋線 １件 

 

≪実施内容≫ 

13．委託料      ５，１６９千円 

測量・設計  １件（田山高山橋線） 

用地調査測量 １件（田山高山橋線） 

所有権移転登記１件（田山高山橋線） 

 

 15．工事請負費   １１，７４８千円（被害総額） 

道路① 田山高山橋線道路災害復旧工事 被害額 11,748千円 

 

 17．公有財産購入費     ２５０千円 

   用地買収費（田山高山橋線）  

 

 22．補償補填及び賠償金 ２００千円 

  立木補償等 

 

 

担当課 建設水道課 

 


