
H31.2.14 鹿島区地域協議会資料

鹿島区地域振興課

　平成３１年度当初予算については、国が定めた復興・創生期間の終期（2020年度）を見据

え、震災関連事業を着実に進めるとともに、復興総合計画後期基本計画に定めた政策目標で

　ある「１００年のまちづくり～家族や友人とともに暮らし続けるために～」を実現するため、

各種施策の実施に必要な予算を要求したとことである。

　なお、鹿島区に関係する主な事業は次のとおりである。

１．鹿島区主要事業 （単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

1 地域振興課
集会施設整備事業
補助金

　活力と魅力ある行政区の維持及び発展のた
め、集会施設等の新築・改修及びコミュニティ
の維持に必要な備品の整備を行う行政区に対
し、補助金を交付する。
【事業内容】
　①改修工事　補助率9/10以内
　　　　　　　（上限11,000千円）
　　・上栃窪行政区（トイレ改修等）
　　・台田中行政区（太陽光発電設備設置）
　②外構工事　補助率9/10以内
　　　　　　　（上限1,000千円）
　　・三区行政区（敷地舗装工事）
　　・上寺内行政区（敷地舗装工事）
　　・栃窪行政区（フェンス設置工事）
　　・小池行政区（敷地舗装工事）
　③備品整備　補助率9/10以内
　　　　　　　（上限500千円）
　　・上寺内行政区（カラオケ）
　　・三里行政区（テーブル・イス）
　　・白坂行政区（食器棚・冷蔵庫等）

8,627

2 地域振興課
地域の絆づくり
支援事業補助金

　地域コミュニティの活性化によって地域の絆
を再生するため、住民自らが絆づくりを行うた
めに実施する事業に対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　①コミュニティ再生事業
　　・補助率　10/10以内
    　　　　　（上限100千円～200千円）
　　・件数　　3件
　②地域コミュニティ支援事業
　　・補助率　4/5以内
　　　　　　　（上限100千円～200千円）
　　・件数　　27件

4,300

3 地域振興課
高速道路通行料金
助成事業

　原子力災害により失われた市民の一体感を取
り戻し、市民一体で復興を促進するため、旧避
難指示区域等外の被災市民に対し、高速道路通
行料金助成金を交付する。
【事業内容】
　・助成対象者　5,000人（見込み）
　・助成金　　　対象者1人あたり2年間で
                上限100千円

257,394

平成３１年度当初予算（鹿島区関係予算）要求の概要について
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（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

4 地域振興課
市民一体感醸成
事業補助金

　原子力災害により失われた市民の一体感を取
り戻し、市民一体で復興を促進するため、市民
一体感醸成事業を行う団体に対し、補助金を交
付する。
【事業内容】
　・事業主体　市民活動団体等
　・補助率　　10/10以内
　・補助額　　上限2,000千円

10,000

市民一体感醸成
事業

【図－１】

6 地域振興課

南相馬市鹿島区
不採算地区公的
病院等運営費
補助金

　鹿島区の地域医療を確保するため、不採算地
区である鹿島区に所在し、地域振興の重要な基
盤として地域医療の中核を担う鹿島厚生病院に
対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　鹿島厚生病院
　・補助金額　前年度決算における赤字額
　　　　　　　ただし、特別交付税に関する
              省令で規定する算定額が上限

71,920

7 市民福祉課 高齢者賀寿事業

　高齢者の長寿を祝うとともに、多年にわたり
社会の発展に寄与されたことに感謝し、多くの
市民が高齢者の福祉についての関心と理解を深
め、かつ高齢者自らの生活向上に努める意欲を
高めるため、敬老会を開催する。
【事業内容】
　　敬老会の開催
　　・対象者　約1,800人（75歳以上）
　　・会　場　さくらホール

1,532

8 市民福祉課
ごみ減量・リサイ
クル助成事業

　家庭ごみの減量及びリサイクルによる資源の
再利用を図るため、資源ごみ回収団体に対し助
成する。
【事業内容】
　　資源ごみ回収団体報奨金
　　・事業主体　子供会、老人会、行政区など
　　　　　　　　の地域住民団体
　　・交付額　　資源ごみ回収量1㎏当り5円

1,290

5 地域振興課 31,951

　原子力災害により失われた市民の一体感を取
り戻し、市民一体で復興を促進するため、市民
一体感醸成事業を実施する。
【事業内容】
　①健康づくりトレーニングセンター整備事業
　　・目的　市民の健康づくりや体力づくりの
　　　　　　推進、健康長寿や生活習慣病の
　　　　　　解消
　　・内容　地質調査・実施設計業務委託
　　　　　　アドバイザー業務委託
　②真野川親水サイクリングロード整備事業
　　・目的　真野川河川敷を活用したサイクリ
　　　　　　ングロード整備に伴う市民の自転
　　　　　　車による健康増進、地域の活性化
　　　　　　及び交流人口の拡大
　　・内容　測量設計業務委託
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（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

9 市民福祉課 不法投棄対策事業

　不法投棄対策のため、市民への啓発を図ると
ともに、区内の不法投棄物の回収、処理対応を
行う。
【事業内容】
　・看板の設置
　・不法投棄物の回収及び処理業者への引き渡
    し等

365

10市民福祉課
ごみ集積所整備
助成事業

　ごみ集積所及びその周辺の美化を促進し、生
活環境の保全と市民の環境美化に対する意識の
高揚を図るため、ごみ集積所の整備に係る経費
を助成する。
【事業内容】
　　ごみ集積所整備事業報奨金
　　・事業主体　　集積所を整備した団体
　　　　　　　　　（行政区・隣組等）
　　・交付額　　　事業費の9/10以内
　　・交付上限額　150千円

1,800

農村公園等埋設
保管除去土壌等
撤去事業

【図－２】

12産業建設課
農業後継者育成
対策実践活動
事業補助金

　経営者及び担い手としての資質向上や育成を
図るため、農業後継者及び新規就農者で組織さ
れた団体が実施する農業技術向上のための優良
先進事例視察・勉強会・販売活動等の農業経営
戦略上のシミュレーションと位置づけた組織活
動に対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　農業後継者団体ＡＳＫ
　・補助率　　定額
　・内容　　　先進地視察、講演会・勉強会の
              開催、販売活動

450

13産業建設課
認定農業者経営
改善ステップア
ップ事業補助金

　担い手農家等の組織が地域の特性を生かしな
がら地域の抱える問題を整理し、自ら解決する
ために実践していく活動に対し、補助金を交付
する。
【事業内容】
　・事業主体　鹿島区認定農業者経営改善研究
　　　　　　　会
　・補助率　　定額
　・内容　　　優良経営体の先進地視察研修等

127

11産業建設課 148,235

　農村公園等に埋設保管している、表土改善事
業等で発生した除去土壌を撤去し、仮置場へ搬
出する。
【事業内容】
　・農村公園埋設除去土壌の撤去
　・仮置場への除去土壌搬出
　・実施箇所
　　　山下農村公園、上栃窪農村公園
      寺内農村公園、南柚木農村公園
　　　北海老農村公園、北屋形農村公園
　　　宮田緑地広場
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（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

14産業建設課
有害鳥獣被害防止
総合対策事業補助
金

　有害鳥獣被害の防止を図るため、防護柵設
置、狩猟免許取得・更新及び狩猟の安全教育や
技術向上に対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　①防護柵設置事業
　　　補助率
　　　　農業者組織（3戸以上）　1/2以内
　　　　農業者（個人）　　　 　1/3以内
　②狩猟免許取得支援事業
　　　補助率
　　　　予備講習会受講料　　定額
　　　　受験手数料　　　  　定額
　③地域活動支援事業
　　　補助率
　　　　有害鳥獣被害防止対策経費　定額
　④狩猟免許更新支援事業
　　　補助率　更新手数料　　　　　定額
　⑤捕獲活動技術向上支援事業
　　　補助率　射撃場使用料　　　　定額

899

15産業建設課
農家民宿支援事業
補助金

　農林漁業生産における創意工夫や消費者との
直接販売への展開を促進するため、新規開業及
び再開や事業継続の際に必要な経費又は農家民
宿で提供する商品の開発経費に対し、補助金を
交付する。
【事業内容】
　①家屋改修補助
　　・補助率
　　　　新規開業者　2/3以内
　　　　　　　　　　（上限2,000千円）
　　　　既開業者　　2/3以内
　　　　　　　　　　（上限1,000千円）
　②手数料補助（旅館業営業許可申請手数料
    等）
　　・補助率　2/3以内
　③商品開発補助
　　・補助率　1/2以内（上限100千円）

2,273

16産業建設課
中山間地域等直接
支払交付金事業

　農業生産における不利的条件により耕作放棄
地の増加や多面的機能の低下が懸念される中山
間地域の保全及び整備活動に対し、交付金を交
付する。
【事業内容】
　　交付金事業
　　・対象地区
      　橲原、上栃窪、白坂、横手

9,290
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（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

17産業建設課 鮭繁殖事業補助金

　鮭資源の増殖等により漁業の経営安定を図る
ため、鮭の繁殖事業の取組に対し、補助金を交
付する。
【事業内容】
　・事業主体　　真野川鮭増殖組合
　・対象事業　　鮭稚魚放流事業等
　・補助率　　　定額
　・計画放流数　6,500万尾

1,540

18産業建設課
沿岸漁場活性化
支援事業補助金

　漁業後継者の育成及び漁業活動の向上を図る
ため、東日本大震災や原子力災害の影響によ
り、就労不能となった漁業者が実施する漁業再
開に向けた活動に対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　相馬双葉漁業協同組合
　・補助率　　定額

425

19産業建設課
営農再開支援農地
保全管理事業補助
金

　東日本大震災により被災した農地の保全管理
作業を実施する農業者団体に対し、補助金を交
付する。
【事業内容】
　・津波被災農地　254.795ha

103,056

20産業建設課
鳥獣被害防止緊急
対策事業

　原子力災害に伴い農産物生産の断念を余儀な
くされた旧避難指示区域や作付制限区域等にお
ける農作物等への鳥獣被害を防止するため、有
害鳥獣の捕獲等を実施する。
【事業内容】
　・有害鳥獣捕獲隊の編成
　・有害鳥獣捕獲報奨金の交付
　・捕獲・撃退用器具の購入

20,038

21産業建設課
街路灯整備事業
補助金

　商業の振興と活性化及び防犯に資するため、
街路灯管理運営を行う鹿島商工会に対し、補助
金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　鹿島商工会
　・補助率　　定額
　・内容　　　電気料補助等

1,200

22産業建設課
中小企業融資利子
補給金

　中小商工業の経営発展と経営意欲の促進を図
り、商工活動の強化を図るため、事業資金を借
入した中小商工業者に対し、借入金の利子を補
給する。
【事業内容】
　・事業主体　鹿島商工会
　・補助率　　償還利子額の1/2

900
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（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

23産業建設課
経営改善普及事業
補助金

　商工業に係る小規模事業者等の振興を図るた
め、経営改善普及事業を行う鹿島商工会に対
し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　鹿島商工会
　・補助率　　定額

250

24産業建設課
相馬野馬追事業
補助金

　相馬野馬追による観光振興を図るため、鹿島
区野馬追執行委員会及び北郷騎馬会に対し、補
助金を交付する。
【事業内容】
　①事業主体　鹿島区野馬追執行委員会
　　内容　　　運営補助・出場奨励金
　　補助率　　定額
　②事業主体　北郷騎馬会
　　内容　　　運営補助
　　補助率　　定額

13,244

25産業建設課
鹿島区イベント
事業補助金

　鹿島区の観光振興に寄与するため、鹿島区内
で四季折々のイベントを継続して実施する団体
に対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　かしま観光協会ほか
　・補助率　　定額

5,425

26産業建設課 防犯灯設置事業

　夜間における一般通行者や児童生徒などの通
勤通学時の安全を確保するとともに、犯罪や事
故の起こりにくい生活環境を整備するため、防
犯灯を計画的に設置する。
【事業内容】
　・防犯灯設置工事　鹿島区内一円　22基

1,657

27産業建設課
やさしいみちづく
り事業

　歩行者及び車両の安全な通行を確保するた
め、道路区画線等の修繕を実施する。
【事業内容】
　・道路区画線設置工事　L=4,250m

2,125

社会資本整備総合
交付金事業
（市営住宅）

【図－１】

産業建設課 7,44328

　耐用年数を経過し老朽化が著しい市営住宅に
ついて、解体撤去を実施する。
【事業内容】
　・北畑団地　　2棟2戸（建設年度S30～32）
　・八郎内団地　1棟1戸（建設年度S35）
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２．本庁事業（鹿島区関連事業） （単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

小中学校埋設保管
除去土壌等撤去
事業

【図－２】

生涯学習センター
埋設保管除去土壌
等撤去事業

【図－２】

都市公園等埋設
保管除去土壌等
撤去事業

【図－２】

農業水利施設等
保全再生事業
（対策工）

【図－３】

簡易舗装事業

【図－４】

農林整備課 2,280,000

5 土木課 38,586

1 教育総務課 134,213

　小中学校に埋設保管している、表土改善事業
等で発生した除去土壌を撤去し、仮置場へ搬出
する。
【事業内容】
　・校庭埋設除去土壌の撤去
　・仮置場への除去土壌搬出
　・事業箇所　鹿島小学校

2 生涯学習課 11,642

　農業水利施設としてのため池機能を保全し、
放射性物質に汚染されたため池内の土砂等の拡
散を防止するため、対策工を実施する。
【事業内容】
　・対策工（抑制工法、除去工法、新規仮置
　　場設置）
　　①H28～継続　 6箇所
　　②H29～継続　15箇所
　　③H30～継続　39箇所
　　④H31～継続　14箇所

　都市公園内に埋設保管している、表土改善事
業等で発生した除去土壌を撤去し、仮置場へ搬
出する。
【事業内容】
　・都市公園内埋設除去土壌の撤去
　・仮置場への除去土壌搬出
　・事業箇所（9施設）
　　　サヤノ前公園、沼ノ内公園、瀬戸畑公園
　　　あさひ公園、定住促進住宅公園
　　　上寺内横峯分譲住宅公園、桜平山公園
　　　迎田公園、金谷前公園

　歩行者及び車両の安全な通行を確保するた
め、未舗装道路の簡易舗装工事を実施する。
【事業内容】
　・生活道路（角川原字東原地内）　L=220ｍ
　・中93号線（角川原字北原地内）　L=200ｍ
　・中20号線（山下字馬見塚地内）　L=200ｍ
　・西127号線（山下字中ノ内地内） L=110ｍ
　・中16号線（山下字折戸地内）  　L=520ｍ

　生涯学習センターに埋設保管している、表土
改善事業等で発生した除去土壌を撤去し、仮置
場へ搬出する。
【事業内容】
　・生涯学習センター埋設除去土壌の撤去
　・仮置場への除去土壌搬出
　・事業箇所　鹿島生涯学習センター

3 都市計画課 188,605

4
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（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

簡易舗装事業
（債務負担）

【図－４】

社会資本整備総合
交付金事業
（橋梁維持）

【図－４】

社会資本整備総合
交付金事業
（復興）

【図－４】

災害公営住宅関連
交通安全対策事業

【図－４】

10
子育て支援
課

在宅保育支援金

　多様な保育環境を支援するため、家庭におい
て保育を行っている保護者に対し、在宅保育支
援金を交付する。
【事業内容】
　・対象者
　　　市内に住所を有し、かつ居住している者
　　　満3歳に達する日までの乳幼児を養育し
　　　ている者
　・対象額
　　　対象児童1人につき月額10千円

74,520

11危機管理課
消防施設等整備
事業

　消防力を強化するため、消防施設及び資機材
を整備する。
【事業内容】
　・積載車用小型動力ポンプ購入
　・ホース乾燥塔建設工事（鹿島区団3-1）
　・耐震性貯水槽建設工事

19,056

8 土木課 450,000

9 土木課 28,500

6 土木課 7,301

7 土木課 39,000

　災害公営住宅を連絡する道路に歩行者の安全
な通行を確保するため、歩道を設置する。
【事業内容】
　・歩道新設工
　　　中194号線（鹿島字西川原地内）
　　　　 L=300m　W=2.5ｍ

　歩行者及び車両の安全な通行を確保するた
め、未舗装道路の簡易舗装工事を実施する。
【事業内容】
　・東196号線（鹿島字上沼田地内） L=310ｍ

　歩行者及び車両の通行を円滑にするととも
に、交通事故を未然に防止するため、市道橋の
維持修繕を実施する。
【事業内容】
　①橋梁修繕設計　1-10号線7号橋 外1橋
　　　　　　　　　（塩崎字戸屋前地内 外）
　②橋梁維持補修工事　小沢橋 外1橋
　　　　　　　　　（岡和田字台畑地内 外）

　幹線道路との機能的な連携により、被災地域
の復興と地域の良好な生活環境を確保するた
め、道路の新設、現道の拡幅及び舗装工事を実
施する。
【事業内容】
　・道路改良
      1-7号線（南柚木字杉内地内 外）
　　　　 L=2,980m

- 8 -



（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

12危機管理課
女性消防隊育成
事業補助金

　女性消防隊の育成を図るための活動に対し、
補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　女性消防隊鹿島区隊
　・補助率　　定額
　・活動内容
　　　災害予防広報及び啓蒙活動
　　　防災訓練等各種訓練への参加
　　　防火に関する研修会の開催
　　　消防団行事、火災予防運動行事への参加

146

13学校教育課
外国語指導助手
配置事業

　中学校生徒の語学力向上と国際理解教育の推
進を図るとともに、小学校児童のコミュニケー
ション能力の素地を養うため、外国語指導助手
を配置する。
【事業内容】
　・外国語指導助手　8人

45,559

14学校教育課
スクールバス運行
事業

　遠距離からの通学となる児童の通学手段を確
保するため、スクールバスを運行する。
【事業内容】
　　八沢小学校スクールバス運行業務委託
　　・対象者　　旧南柚木分校地域等の児童
　　・対象人数　27人（見込み）

12,544

15学校教育課
体験活動等支援
事業
（小学校）

　個別科目、総合的な学習等における確かな学
力育成のため、体験的・問題解決的な活動を取
り入れた学習の充実を図る。
【事業内容】
　・見学活動や体験活動の際のバス借上げ
　　（鹿島区　3校）

4,997

16学校教育課
体験活動等支援
事業
（中学校）

　個別科目、総合的な学習等における確かな学
力育成のため、体験的・問題解決的な活動を取
り入れた学習の充実を図る。
【事業内容】
　・体験活動等の際のバス借上げ
　　（鹿島区　1校）

1,367

17学校教育課
特色ある学校づく
り事業補助金

　児童生徒の「生きる力」を育むため、特色あ
る教育活動を推進する各学校に対し、小学校長
会及び中学校長会を通して補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　市小学校長会、市中学校長会
　・補助率　　10/10
　・1校あたりの補助上限額
　　　児童生徒数200人未満 200千円
　　　児童生徒数200人以上 400千円

1,200
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（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

18生涯学習課
生涯学習講演会
開催事業補助金

　地域の中で、人としての優しさや豊かさ、幸
せに生きることの大切さを考える機会を提供す
るため、市民が広く参加できる講演会を開催す
る実行委員会に対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　生涯学習講演会実行委員会
　・補助率　　定額

1,000

19生涯学習課
芸術文化協会等
事業補助金

　市民の自主的な芸術文化活動の活性化を図る
ため、芸術文化の普及を行う団体に対し、補助
金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　鹿島区文化協会
　・内容　　　文化祭、芸能発表大会
              短歌大会
　・補助率　　定額

600

20 文化財課
文化財保存事業
補助金

　指定文化財の適切な保存活用を図るため、指
定文化財の所有者等に対し、補助金を交付す
る。
【事業内容】
  　牛河内の聖観音立像保存施設修復工事
　　・事業主体　牛河内行政区
　　・補助率　　1/2以内

228

21 文化財課
民俗芸能保存伝承
事業補助金

　伝統芸能活動の伝承のため、相馬流れ山踊り
伝承事業に対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・事業主体　相馬流れ山踊り伝承保存会
　・参加対象　会員及び一般　20人
　　　　　　　鹿島中学校生徒　30人
　・成果発表　相馬野馬追開催時

324

22
スポーツ
推進課

地域スポーツ振興
助成事業補助金

　市民のスポーツ活動事業の振興育成を図るた
め、市内の各地域で開催されるスポーツ大会に
対し、補助金を交付する。
【事業内容】
　・グラウンドゴルフ大会
　・パークゴルフ大会

290

体育施設整備事業

【図－１】

23
スポーツ
推進課

17,339

　市民の健康増進・競技力向上並びに利用者の
利便性を図るため、体育施設の整備を行う。
【事業内容】
　①みちのく鹿島球場
　　・入口扉鍵交換・得点板枠交換
　　・防水補修工事
　②千倉グラウンド
　　・屋外トイレ解体
　　・屋外仮設トイレ給排水修繕
　③前川原グラウンド
　　・表土飛散防止作業委託

- 10 -



（単位：千円）

№ 所　属 事　業　名 概　　　　　　要 要求額

パークゴルフ場
トイレ増設事業

【図－１】

※なお、上記の内容については、予算が確定したものではありません。

　３月市議会定例会での議決により確定するものです。

３．鹿島区自治振興基金の状況

　　　鹿島区自治振興基金の31年度残高は、266,276千円となる見込みである。

24
スポーツ
推進課

19,426

　市民の運動不足の解消と健康増進を目的とし
て整備したパークゴルフ場の利便性を向上させ
るため、新たにトイレ棟を整備する。
【事業内容】
　・トイレ棟の増築（1棟）
　　　便器数　男子 小2・大1、女子 大2
　・既設トイレ設備（浄化槽）保護等工事
　　　浄化槽本体及び配管の保護（保温）対策
　　　浄化槽上部足場・階段の安全対策
　　　浄化槽の目隠壁の設置

（単位：千円）

30年度末残高 積立額 取崩額 31年度末残高

258,000 8,276 0 266,276
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平成３１年度当初予算 主要事業実施箇所図（鹿島区）

資料№ 事　　業　　名 施設・路線名 場　　所

市民一体感醸成事業

1 （健康づくりトレーニングセンター整備事業） 鹿島字北千倉地内

2 （真野川親水サイクリングロード整備事業） 西町一丁目地内

北畑団地 鹿島字北畑地内

八郎内団地 横手字八郎内地内

体育施設整備事業

4 （みちのく鹿島球場防水補修工事 ほか） 南右田字榎内地内

5 （千倉グラウンド屋外トイレ解体 ほか） 鹿島字北千倉地内

6 （前川原グラウンド表土飛散防止作業委託） 角川原字前川原地内

7 パークゴルフ場トイレ増設事業 川子字大廹地内

■本庁事業

　平成３１年度当初予算鹿島区主要事業等実施箇所

3
社会資本整備総合交付金事業
（市営住宅）

■鹿島区主要事業

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦

図－１



③-２ 上栃窪農村公園

③-１ 山下農村公園 ③-４ 南柚木農村公園

③-６ 北屋形農村公園

③-５ 北海老農村公園

③-７ 宮田緑地広場

②-８ 金谷前公園

①鹿島生涯学習センター

②-２ 上寺内横峯分譲住宅公園

②-９ 桜平山公園

②-３ 定住促進住宅公園

②-７ あさひ公園

②-６ 瀬戸畑公園

②-５ 沼ノ内公園

②-４ サヤノ前公園

②-１ 迎田公園

④鹿島小学校

平成３１年度　当初予算主要事業実施箇（埋設保管除去土壌等撤去業務）

番号 事 業 名 施 設 名 事　業　概　要 課　名

①
生涯学習センター埋設保管除去
土壌等撤去事業
０３－０６－０１－Ｇ４－２０

鹿島生涯学習
センター

埋設保管除去土壌等撤去、原状回
復、仮置場への除去土壌等運搬
Ｎ＝３４㎥

生涯学習課

②
都市公園等埋設保管除去土壌
等撤去業務
０３－０６－０１－Ｇ５－２０

迎田公園
外８箇所

埋設保管除去土壌等撤去、原状回
復、仮置場への除去土壌等運搬
Ｎ＝１，００５㎥

都市計画課

③
農村公園等埋設保管除去土壌
等撤去事業
０３－０６－０１－Ｇ７－６０

山下農村公園
外６箇所

埋設保管除去土壌等撤去、原状回
復、仮置場への除去土壌等運搬
Ｎ＝６４４㎥

鹿島区
産業建設課

④
小中学校埋設保管除去土壌等
撤去事業
０３－０６－０１－Ｇ３－２０

鹿島小学校
埋設保管除去土壌等撤去、原状回
復、仮置場への除去土壌等運搬
Ｎ＝９０１㎥

教育総務課

１８箇所 Ｎ＝２，５８４㎥合計

③-３ 寺内農村公園

平成３１年度 当初予算主要事業実施箇所図（埋設保管除去土壌等撤去事業） 図－２



平成31年度 当初予算主要事業実施箇所図（農林整備課）

整理
番号

ため池名 所在地

1地蔵前 橲原字地蔵前163
2前沢 小池字ミタラセ40-1
3作田 小池字作田34
4天神沢第２ 江垂字天神沢205
5細虫 御山字壱本松53
6山崎 上栃窪字山崎90

①H28継続費
　農業水利施設等保全再生事業（対策工）箇所表

整理
番号

ため池名 所在地

1北沢 小池字ミタラセ68-1
2中丸第一 字小山田字中丸14
3滝沢第二 小山田字大日沢70
4大日沢 小山田字大日沢86
5ブナ坂 小山田字ブナ坂321-1
6ヤンガン第２ 山下字滝迫92
7昭和 寺内字横峯516
8天神沢第３ 江垂字天神沢123
9隠町（塩崎） 塩崎字隠町15-1
10後作 南屋形字除見166
11相馬清水 南柚木字相馬清水315
12隠町（小山田） 小山田字隠町1-1
13太田切 浮田字大田切15
14権現沢 寺内字権現沢83
15西永渡 永渡字西永渡336

②H29継続費
　農業水利施設等保全再生事業（対策工）箇所表

2 牛の沢 寺内字迎田63

3 天神沢第１ 江垂字天神沢206

③H30継続費
　農業水利施設等保全再生事業（対策工）箇所表

整理
番号

た め 池 名 所　在　地

1 尾張沢 永渡字尾張沢286

6 菖蒲沢 北海老字菖蒲沢44

7 石の宮 南屋形字除見167

4 蛇沼 塩崎字蛇沼39-1

5 大岩 塩崎字大岩36

10 唐神 横手字唐神336

11 寺内(池）-02 寺内字横峯286-1

8 前浅田１ 南柚木字前浅田101

9 中丸第二 小山田字中丸49

14 江垂(池）-01 江垂字迫田58

15 江垂(池）-02 江垂字塚田37

12 寺内(池）-03 寺内字横峯307

13 寺内(池）-05 寺内字横峯443

18 上栃窪(池)-01 上栃窪字浜井場77
19 上栃窪(池)-02 上栃窪字宮後56

16 江垂(池）-03 江垂字桜平1

17 江垂(池）-04 江垂字桜平2

22 上栃窪(池)-06 上栃窪字木渕119
23 上栃窪（池）-07 上栃窪字浜井場77

20 上栃窪(池)-03 上栃窪字宮後71
21 上栃窪(池)-05 上栃窪字石渕92

26 御山(池)-01 御山字願阿弥陀73
27 川子(池)-05 川子字割田93

24 栃窪(池)-01 栃窪字東畑27
25 栃窪(池)-02 栃窪字西畑48

30 川子（池）-10 川子字宮田52
31 南柚木(池)-01 南柚木字境田45

28 川子(池)-06 川子字森山19-1
29 川子(池)-07 川子字森山76

34 南柚木(池)-18 南柚木字南西谷地296
35 南柚木(池)-20 南柚木字玉木道上125

32 南柚木(池)-07 南柚木字相馬清水136ほか

33 南柚木(池)-08 南柚木字相馬清水316

38 南柚木(池)-37 南柚木字岩穴前119
39 南柚木(池)-46 南柚木字南西谷地293

36 南柚木(池)-24 南柚木字水神下93
37 南柚木(池)-36 南柚木字岩穴前82

整理
番号

ため池名 所在地

1浮田（池）-01 浮田字鶴位79
2小山田(池)-01小山田字大日沢22
3小山田(池)-03小山田字ブナ坂72
4小池(池)-03 小池字宮前127-1
5横手(池)-04 横手字唐神15
6横手(池)-11 横手字白坂前47
7永渡(池)-03 永渡字東永渡83
8永渡(池)-04 永渡字西永渡138
9永渡(池)-06 永渡字西永渡194
10永渡(池)-10 永渡字西永渡286
11永渡(池)-14 永渡字尾張沢78
12永渡(池)-16 永渡字尾張沢91
13永渡(池)-20 永渡字尾張沢166
14永渡(池)-24 永渡字尾張沢266

④H31継続費
　農業水利施設等保全再生事業（対策工）箇所表

①-1

①-2

①-3

①-4

①-5

①-6

②-1

②-2

②-3

②-4②-5

②-6

②-7

②-8

②-9

②-10

②-11

②-12
②-13

②-14

②-15

③-1

③-2

③-3

③-4

③-5

③-6

③-7

③-8

③-9

③-10

③-11

③-12

③-13
③-14

③-15

③-16、17

③-18～23 ③-24

③-25

③-26

③-28～30

③-27

③-31～39

④-1

④-2
④-3

④-4

④-5
④-6

④-8～14

④-7

単位：千円

年　度 H28 H29 H30 H31 合計 備考

対策費用 400,000 750,000 910,000 220,000 2,280,000申請ベース

対策工数 6 15 39 14 74

図－３



②

土木課

番号 路線名 場所 事業概要

① 生活道路（東原） 鹿島区角川原字東原地内 簡易舗装　L=220ｍ

② 中９３号線 鹿島区角川原字北原地内 簡易舗装　L=200ｍ

③ 中２０号線 鹿島区山下字馬見塚地内 簡易舗装　L=200ｍ

④ 西１２７号線 鹿島区山下字中ノ内地内 簡易舗装　L=110ｍ

⑤ 中１６号線 鹿島区山下字折戸地内 簡易舗装　L=520ｍ

⑥ 東１９６号線 鹿島区鹿島字上沼田地内 簡易舗装　Ｌ＝310ｍ

⑦ 小沢橋 鹿島区岡和田字台畑地内 橋梁維持修繕工事　1橋

⑧ 東原橋 鹿島区上栃窪字東原地内 橋梁維持修繕工事　1橋

⑨ 1-10号線7号橋 鹿島区塩崎字戸屋前地内 橋梁修繕調査設計　1橋

⑩ 1-7号線4号橋 鹿島区北海老字釜舟戸地内 橋梁修繕調査設計　1橋

⑪ １－７号線 鹿島区南柚木字杉内地内外 道路改良　Ｌ=2,980ｍ 用地補償　1式

⑫ 中１９４号線 鹿島区鹿島字西川原地内 歩道新設工　Ｌ＝300ｍ

■8-2-2-L1-21　簡易舗装事業（債務負担）

■8-2-2-L1-20（簡易舗装事業）

■8-6-7-F1-20（災害公営住宅関連交通安全対策事業）

平成31年度　当初予算事業実施箇所

■8-6-7-F1-20（社会資本整備総合交付金事業（復興)）

■8-2-4-F1-20　社会資本整備総合交付金事業（橋梁維持）

①
②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

平成３１年度 当初予算主要事業実施箇所図（土木課） 図－４


