基本計画事業の進行管理結果一覧
平成27年度

№

事業名

所属

事業概要
＊進捗度

取組状況

（１）安心・安全でいきいきとした暮らしづくり

1

2

同報系無線デジタル化整備事 総務部
業費
総務課

既存施設の老朽化や国のデジタル化推進等を踏まえ、長期的な防災
基盤の安定化を図るため、主に防災及び災害情報の伝達手段として
使用する同報系防災行政無線のデジタル化の整備を実施します。

移動系無線デジタル化整備事 総務部
業費
総務課

防災行政無線のデジタル化整備において、災害時において、現地の
被害状況の報告や災害対策の指示・命令等を伝達するため移動系
（車載型・携帯型）無線の整備を実施します。

3

再生可能エネルギー等導入
推進事業費

総務部
総務課

地震や台風等による大規模災害時に電力供給が遮断された際に、避
難所施設において必要とされる最低限の機能を維持するため、金田
中学屋内運動場耐震補強工事に併せ、太陽光発電・蓄電池設備の
設置を行います。

4

消防本
消防本部庁舎建設整備事業 部消防
総務課

近年、大規模災害等の発生が懸念される中、昭和４７年建設の消防
本部庁舎を、防災拠点として老朽化や狭隘化を含め防災機能の充実
を図るため「新消防本部庁舎」を整備します。

当初予算額
（千円）

115,852

決算額
（千円）

今後の方向性

進行管理結果

84,749
今後の方向性のとおり、事
社会資本整備交付金を活用し、平成29年度・平成30年度
業の推進を図ること。なお、
8,447 の2か年で、統制台（親局）、遠隔制御装置、子局の整備工
特定財源の確保に努めるこ
事を実施する予定です。
と。

ＡＡＡ

実施設計に係る業務委託を実施しまし
た。

12,000

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
実施設計を行った結果、移動系無線は
山間部等では利用できない箇所があ
ることが判明したことから、代替としてＩ
Ｐ無線システム等を導入することとし、
事業を中止しました。

2,600

2,645

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
平成27年6月24日付けで契約を締結
し、平成28年3月14日に事業が完了し
ました。なお、今後、他の避難所施設
において、改修工事等を実施する場合
は、財源の確保を含め、太陽光発電・
蓄電池設備の設置について検討しま
す。

29,452

30,102

ＡＡＡ

整備に向けた基本設計業務委託を実
施しました。

20,000

今後の方向性のとおり、事
平成28年度に実施設計業務・地盤調査業務・測量業務に
業の推進を図ること。なお、
19,440 係る委託を実施し、平成29年度、平成30年度の2か年で建
特定財源の確保に努めるこ
設工事を実施する予定です。
と。

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
火災・救助等の災害現場で、態様に応
じた組織的・効果的な指揮統制を行う
ため、指揮隊用の指揮車を新規に整
備するとともに、本部用の指揮車を更
新しました。

18,000

16,988

当初平成27年12月頃に予定していた
木更津金田バスターミナルの供用開始
が、平成28年6月となったため、駐車場
拡張工事に伴う測量委託のみ実施し
ました。

26,800

286

5

指揮車購入事業

消防本
部消防
総務課

火災・救助等の災害現場で、態様に応じた組織的・効果的な指揮統
制を行うため、指揮隊用の指揮車を新規に整備するとともに、消防本
部用の指揮車を更新します。

6

都市整
木更津市金田駐車場関係費 備部市
（施設整備事業費）
街地整
備課

平成27年度に供用開始予定の「金田総合高速バスターミナル」の利
用者の利便性向上を図るため、金田西地区で稼動中の「木更津市金
田第１駐車場」を継続運営するため、拡張を行い、用地を引き続き借
用いたします。

ＡＡ

7

都市整
市道１２２号線歩道改良事業 備部土
木課

歩行者の安全を確保するとともに、排水機能の向上により周辺地域
の良好な環境の確保を図ります。

ＡＡＡ

歩道改良工事（L=64ｍ）を実施しまし
た。

（２）子どもを育む環境づくり

7,000

平成28年6月の供用開始後、駐車場拡張工事を実施して
おり、平成28年度をもって整備事業は完了となります。

6,841 引き続き、歩道改良工事を計画的に進めます。

平成２８年度をもって完了

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

2,283,571 2,098,307

8

市民部
特定不妊治療費給付事業費 健康推
進課

医療保険対象外であり高額な治療費がかかる不妊治療に対し、経済
的負担の軽減を図るため、治療費に係る費用の一部を助成します。

9

祇園小学校屋内運動場及び
プール改築工事費

学校施設の安全を確保し小学校の教育環境の充実を図るため、耐震
強度が不足している祇園小学校屋内運動場について改築工事を実施
します。また、既存屋内運動場とプールを解体した後、擁壁の改修工
事及びプール建設工事を実施します。

教育部
施設課

ＡＡＡ

木更津市特定不妊治療費助成規則を
制定し、平成28年度の制度開始に向
けて体制づくりを行いました。

ＡＡＡ

屋内運動場改築工事（二期）、擁壁改
修工事設計業務委託を実施しました。

1

千葉県の助成を受ける本市在住者が年々増加している
中、本市の助成制度が開始されたことにより、不妊治療を
今後の方向性のとおり、事
開始しようとする方が増えることが予想されます。今後も安
業の推進を図ること。
心して治療を受けられる体制を継続するため、予算の確保
に努めるとともに、周知を図っていきます。

－

－

140,171

平成28年度に、既存屋内運動場の解体工事と擁壁改修工
事を実施し、平成29年度にプール建設工事を実施する予
361,891
定としています。なお、プールの解体工事が国の交付金事
業として不採択となったことから、保留としています。

＊進捗度：ＡＡＡ概ね計画どおりに実施

ＡＡ計画を変更

財源の確保に努めるととも
に、プール設置の必要性に
ついて、改めて検討するこ
と。

Ａ事業の中止・休止

基本計画事業の進行管理結果一覧
平成27年度

№

事業名

10 中学校耐震対策事業費

11 小学校耐震対策事業費

所属

教育部
施設課

教育部
施設課

事業概要

中学校施設の安全を確保し教育環境の充実を図るため、耐震強度が
不足している中学校校舎・屋内運動場について耐震補強工事を実施
します。

小学校施設の安全を確保し教育環境の充実を図るため、耐震強度が
不足している小学校校舎・屋内運動場について耐震補強工事を実施
します。

教育部 中郷小学校の教育環境の改善を図るため、校舎・屋内運動場の建て
12 中郷小学校施設整備事業費 施設課 替え工事を実施します。

13

教育部
学校給食を活用した地域活性
学校給
化事業
食課

地元農家のオーガニック野菜等を学校給食の食材として購入し、その
残渣を生ごみ処理機により肥料とし、生産者に還元することにより、食
物の循環を通じた児童生徒への食育を推進します。

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
当初の予定どおり、①畑沢中学校校舎
②第二中学校屋内運動場③第三中学
校屋内運動場④岩根中学校屋内運動
場⑤金田中学校屋内運動場⑥第一中
学校武道場の耐震補強及び改修工事
を実施し、中郷中学校を除く中学校施
設の耐震対策事業は終了となりまし
た。

1,303,480

1,154,001

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
当初の予定どおり、①富岡小学校校舎
②八幡台小学校校舎③畑沢小学校屋
内運動場④請西小学校屋内運動場の
耐震補強及び改修工事を実施し、中郷
小学校を除く小学校施設の耐震対策
事業は終了となりました。

675,920

546,699

ＡＡ

屋内運動場解体工事（1期）を実施し、
校舎、屋内運動場の基本設計を実施し
ました。

ＡＡＡ

鎌足小・中学校で、平成27年9月から
地元産オーガニック野菜であるにんじ
んを給食食材として購入しました。な
お、購入費は既存予算の中で対応しま
した。

－

ＡＡＡ

スポーツの全国大会等に出場するアマ
チュアスポーツ選手に奨励金を交付す
るため、全国大会等出場奨励金交付
要綱を検討し、平成２８年４月に制定し
ました。

ＡＡＡ

ちばアクアラインマラソンの会場市とし
て様々な取組を実施し、大会を盛り上
げることを目的とするちばアクアライン
マラソン木更津市実行委員会に負担
金を支出し、ちばアクアラインマラソン
２０１６の大会周知を図りました。

1,100

ＡＡ

基本設計、実施設計に係る業務委託
を実施する予定としていましたが、国の
行う公園的施設整備事業の進捗状況
から、基本設計のみ実施しました。

42,044

市民部

県とともに「ちばアクアラインマラソン２０１６大会」を開催し、スポーツ
15 ちばアクアラインマラソン事業 スポーツ の振興と市の魅力発信を図ります。
振興課

16

164,000

43,144

市民部 スポーツの振興を図るため、平成２７年度に全国大会等出場奨励金
全国大会等出場奨励金事業 スポーツ 事業の制度設計等を行い、平成２８年度からスポーツの全国大会や
振興課 国際大会に出場する市民等に対して奨励金を交付します。

市民部 江川総合運動場の拡充のため、国が行う「木更津飛行場周辺に所在
江川総合運動場拡張整備事
スポーツ する周辺財産の利活用」による公園的施設整備にあわせ運動場機能
業
振興課 を付与します。

決算額
（千円）

取組状況

（３）まちを支える人づくり

14

当初予算額
（千円）

＊進捗度

2

－

今後の方向性

進行管理結果

平成28・29年度中に中郷小学校校舎・屋内運動場を建設
し、中郷中学校に移転している小学校を元に戻す予定でし
たが、平成28年度工事について交付金対象事業に採択さ 今後の方向性のとおり、事
35,716
れなかったため工事保留としております。また、交付金に 業の推進を図ること。
関しては引き続き要望して行きます。

－

給食食材として使用する地元産オーガニック野菜等の種
類を増やし、生ごみ処理機による給食残渣の肥料化を行
今後の方向性のとおり、事
い、その肥料を地元生産者へ還元します。この食物の循環
業の推進を図ること。
を児童・生徒の食育に活かします。また、事業実施地域
（学校数）の拡大を目指していきます。

7,656

－

引き続き、予算の範囲内で奨励金を交付し、スポーツ振興 今後の方向性のとおり、事
を図ります。
業の推進を図ること。

平成28年度は、ちばアクアラインマラソン２０１６開催年の
ため、ちばアクアラインマラソン実行委員会に運営協力金
を、またちばアクアラインマラソン木更津市実行委員会に
今後の方向性のとおり、事
1,100 交付金を支出し、スポーツの振興と木更津市の魅力発信
業の推進を図ること。
を行います。今後、継続開催が決定した場合には引き続
き、大会を通じスポーツの振興と本市の魅力発信を行いま
す。

6,556

国の行う公園的施設整備事業の進捗状況に合せ運動場
機能を付与するため、平成29年度に実施設計業務を実施
し、平成30年度からは各競技施設・付帯施設の建設工事
を実施する予定です。

＊進捗度：ＡＡＡ概ね計画どおりに実施

ＡＡ計画を変更

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。なお、
特定財源の確保に努めるこ
と。

Ａ事業の中止・休止

基本計画事業の進行管理結果一覧
平成27年度

№

事業名

所属

事業概要
＊進捗度

取組状況

（４）まちのにぎわい・活力づくり

決算額
（千円）

今後の方向性

進行管理結果

305,197

349,013

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
木更津漁業協同組合が行った漁場環
境の改善に向けた取り組みに対し、補
助を実施しました。本事業は終了しまし
たが、今後、漁業協同組合から要望が
あった場合は、事業の実施について検
討します。

7,050

5,965

14,750

本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振
今後の方向性のとおり、事
14,750 興していくため、今後も千葉県と連携し計画的に補助を実
業の推進を図ること。
施していきます。

経済部
農林水
産課

本市の伝統的な水産業である貝類生産を振興するため、漁業協同組
合が行う漁場環境の改善に向けた取り組みに対し、県と連携し補助を
実施します。

経済部
二枚貝増産体制促進事業費 農林水
産課

本市の伝統的な水産業である貝類生産を将来にわたり振興していく
ため、漁業協同組合が行うアサリやハマグリ等の資源増進・安定供給
に向けた取り組みに対し、県と連携し計画的に補助を実施します。

ＡＡＡ

牛込・金田・久津間・江川・中里漁業協
同組合が千葉県漁業協同組合連合会
と契約を結び行った事業に対し、補助
を実施しました。

水産資源の増進、水産物の安定供給を図るため、干潟における漁場
環境の向上や生態系の保全に向けたカイヤドリウミグモ駆除等の活
動に対し、国・県と連携して支援を行います。

ＡＡＡ

活動グループが行った干潟の環境・生
態系を保全する活動に対し、支援しま
した。

14,142

漁業者及び漁業協同組合の危機的な経営状況からの回
今後の方向性のとおり、事
14,125 復や水産資源の増進、水産物の安定供給を図るため、今
業の推進を図ること。
後も国、県、市で連携して補助を実施していきます。

14,080

14,080

1,595

1,595

594

594

17 漁場改良事業費

18

当初予算額
（千円）

水産多面的機能発揮対策事

19 業費

経済部
農林水
産課

20 共同利用施設設置事業費

経済部
農林水
産課

ノリの品質向上、また海上作業の効率化により生産規模の拡大を図
るため、漁業協同組合が行う共同利用施設設置の取り組みに対し、
県と連携し補助を実施します。

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
牛込・金田漁業協同組合が行った共同
利用施設設置に対し、補助を実施しま
した。本事業は終了しましたが、今後、
漁業協同組合から要望があった場合
は、事業の実施について検討します。

21 海難予防施設設置事業費

経済部
農林水
産課

船舶や組合員の操業安全のために必要な標識灯等の設置に対し、
県と連携し補助を実施します。

ＡＡＡ

牛込・金田漁業協同組合が行った海難
予防施設設置に対し、補助を実施しま
した。

22 流通改善施設整備事業費

経済部
農林水
産課

水産物の付加価値を高めるために必要な流通施設の設置に対し、県
と連携し補助を実施します。

ＡＡＡ

金田漁業協同組合が行った流通施設
の設置に対し、補助を実施しました。

23 のり漁場油濁監視事業費

経済部
農林水
産課

ノリ漁場への油濁による漁業被害を未然に防止するため、選任された
漁業協同組合が船舶を使用してノリ漁場の油濁汚染等を監視する取
り組みに対し、県が補助を実施します。

ＡＡＡ

県、金田漁業協同組合とともにスケ
ジュールを確認し、関係者と協議して
補助を実施しました。

地域特性を踏まえた漁村づくり等を推進するため、漁業協同組合が
行う都市住民との交流促進の拠点となる施設整備の取り組みに対
し、県と連携し補助を実施します。

ＡＡＡ

金田漁業協同組合が行った施設整備
に対し、補助を実施しました。

26,400

地元産業の育成・振興等を総合的に支援するため、木更津市内に創
業や出店をめざす個人や新規事業の計画または経営上の課題を有
する様々な企業・団体を対象とした相談業務・情報提供等を通じて支
援する「木更津市産業・創業支援センター」を設置します。

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
平成27年10月4日に木更津市産業・創
業支援センターを開所しました。整備
事業は平成27年度で終了しました。

6,634

24

経済部
漁村環境・地域資源活用施設
農林水
整備事業費
産課

25

(仮称）産業・創業支援セン
ター整備事業費

経済部
産業振
興課

3

1,623

本市の伝統的な水産業である海苔生産等を振興するた
め、引き続き千葉県と連携し補助を実施していきます。

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

平成30年度に金田漁業協同組合が行うバラ海苔加工施設 今後の方向性のとおり、事
（1基）の更新に対する補助を予定しています。
業の推進を図ること。

1,623 引き続き県と連携し事業を実施していきます。

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

平成２８年度は、金田漁業協同組合の潮干狩り場の休憩
施設設置事業に対する補助を予定しています。その後は、 今後の方向性のとおり、事
24,100
漁業協同組合から要望があった場合は、事業の実施につ 業の推進を図ること。
いて検討します。

3,262

＊進捗度：ＡＡＡ概ね計画どおりに実施

ＡＡ計画を変更

Ａ事業の中止・休止

基本計画事業の進行管理結果一覧
平成27年度

№

事業名

所属

事業概要
＊進捗度

取組状況

ＡＡＡ

平成27年10月4日に木更津市産業・創
業支援センターを開所し、その後の半
年間で、１５７件の相談を受け、４件の
創業に対し支援することができました。
また、平成28年1月には、産業競争力
強化法に基づく、地域における創業の
促進を目的とする創業支援事業計画
の認定を受けました。

26 ター管理運営費

経済部
産業振
興課

地元産業の育成・振興等を総合的に支援するため、木更津市内に創
業や出店をめざす個人や新規事業の計画または経営上の課題を有
する様々な企業・団体を対象とした相談業務・情報提供等を通じて支
援する「木更津市産業・創業支援センター」を管理運営します。

27 映像支援事業

経済部
観光振
興課

映像制作活動の誘致及び支援を通じ、地域振興及び地域経済の活
性化を図るため、木更津ロケーションサービスを立ち上げ撮影が円滑
に行われる環境を整備します。

ＡＡＡ

平成27年12月12日に木更津ロケーショ
ンサービスを設立し、観光に繋がるよう
な映像作品の誘致や受入体制の整備
を行いました。

高速バスネットワークの拠点として、現在の金田暫定高速バスターミ
ナルを本格的なバスターミナルとして拡充整備します。

ＡＡＡ

バスターミナルの完成に向けた整備を
実施し、平成27年3月に工事が完了し
ました。

ＡＡ

事業手法をＤＢＯ方式（デザイン・ビル
ド・オペレート）とすることを決定すると
ともに、平成27年10月に実施方針を公
表し、12月の事業説明会の開催を経
て、平成28年2月に事業者の募集を行
いました。なお、事業手法をＤＢＯ方式
としたことから、当初予定していた実施
設計については、平成28年度に繰越し
て実施することとしました。

(仮称）産業・創業支援セン

28

都市整
金田総合高速バスターミナル 備部都
整備事業費
市政策
課

道の駅等交流拠点整備事業

29 費

経済部
農林水
産課

首都圏中央連絡自動車道木更津東インターチェンジと国道４１０号バ
イパスが接続する交通利便性の優れた事業対象地において、良質で
付加価値の高い休憩機能を提供するとともに、農業振興や観光振興
等、地域の活性化に貢献するため、新たな交流拠点となる「道の駅」
を整備します。

（５）まちの快適・うるおい空間づくり

当初予算額
（千円）

今後の方向性

進行管理結果

19,736

引き続き、産業・創業支援センターの認知度の向上を図る
とともに、創業支援の拠点として、管理運営を行います。ま
今後は管理運営に係る経
た、創業支援事業計画による特定創業支援事業（ワンス
17,605
費のみとなることから、基本
トップ窓口、木更津創業塾）を産業・創業支援センターを拠
計画事業から削除する。
点として実施していきます。これらの支援を通じて、地域産
業の活性化を図ります。

3,933

観光として活用できる撮影をより多く誘致し、現在検討して
いるロケツーリズムやロケ地マップ作成のために素材を集
今後の方向性のとおり、事
3,276 めていきます。また、専用ホームページの内容の充実や更
業の推進を図ること。
新頻度を高めていくことで、より目に入りやすくなるホーム
ページ作りを続けていきます。

166,060

整備事業は平成27年度で終了しましたが、供用開始を平
247,649 成28年6月に延期したため、一部事業費を繰越し、オープ
ニングセレモニーを6月に実施しました。

1,101,225

875,314

521,225

30

多様な都市機能の集積と良好な居住環境を有する住宅地の形成を
図るため、県が施行する金田西特定土地区画整理事業に対し負担金
を支出します。

ＡＡＡ

県が実施した都市計画道路築造、区
画道路築造、造成盛土工事、移転補
償等に対し負担金を支出しました。

534,525

31

都市整
金田地区地域生活基盤施設 備部都
整備事業費
市政策
課

土地区画整理事業により千葉県の新たな玄関口にふさわしい街づくり
が行われている金田地区において、公共施設の整備充実を図り、交
通安全の向上、地域生活に必要な防犯や防災機能を充実させること
によって、交流人口の増加や定住促進を図ります。

ＡＡＡ

金田地区の地域生活基盤施設等を整
備するとともに、地域生活の保護に資
する環境監視調査を行いました。

10,300

32

都市整
請西千束台特定土地区画整 備部市
理事業補助負担金
街地整
備課

請西千束台特定土地区画整理事業による市街地整備を進めるため、
負担金を支出します。本事業により、約23.4haの優良な住宅地が供給
されるとともに、かずさアカデミアパーク地区と直結する草敷潮見線の
整備が促進されます。

ＡＡＡ

請西千束台土地区画整理組合が実施
した区画道路築造工事及び整地工事
に対し、負担金を支出しました。

12,800

33

都市整
街なか居住マンション建設補 備部市
助事業
街地整
備課

市街地の環境の整備改善及び、良好な市街地住宅の供給等に資す
るため、土地利用の共同化、高度化及び定住促進に寄与する事業を
施行する民間事業者に対し、補助金を交付します。

ＡＡＡ

平成27年7月1日に木更津市街なか居
住マンション建設補助事業補助交付金
要綱を策定しました。

－

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。なお、
平成28年度は、選定した事業者（グループ）と基本協定書
平成29年度以降は、管理運
389 を締結するとともに、実施設計業務を行い整備に着手し、
営に係る経費のみとなるこ
平成29年秋の開業を目指し事業を推進していきます。
とから、基本計画事業から
削除する。

28,600

都市整
金田西特定土地区画整理事 備部都
業負担金
市政策
課

4

決算額
（千円）

平成31年度の事業完了をめざし、県が行う土地区画整理 今後の方向性のとおり、事
事業に対し、負担金を支出していきます。
業の推進を図ること。

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

7,035 引き続き、環境監視調査を行います。

12,555

－

平成31年度の請西千束台特定土地区画整理事業の完了 今後の方向性のとおり、事
に向け、負担金を支出し、事業を推進していきます。
業の推進を図ること。

平成28年度は国からの補助金の交付について、事業者や
関係機関との調整を行います。平成29年度は、木更津市
今後の方向性のとおり、事
街なか居住マンション建設補助事業補助金交付要綱に基
業の推進を図ること。
づき、マンションを建設する民間事業者に対し、補助金の
交付を行う予定です。

＊進捗度：ＡＡＡ概ね計画どおりに実施

ＡＡ計画を変更

Ａ事業の中止・休止

基本計画事業の進行管理結果一覧
平成27年度

№

事業名

所属

事業概要

当初予算額
（千円）

今後の方向性

決算額
（千円）

進行管理結果

＊進捗度

取組状況

35,200

平成28年度は、金田東2号公園、金田東5号公園等の整備
今後の方向性のとおり、事
42,180 を実施します。平成29年度以降は、引き続き区画整理区域
業の推進を図ること。
内の公園整備を実施する予定です。

都市整
備部市
街地整
備課

土地区画整理事業により移管を受けた公園用地について、整備を実
施し供用開始を図ります。

ＡＡＡ

平成26年度に引き続き、小浜中央公
園の整備を実施するとともに、小浜2号
公園、田中田公園の整備工事を実施し
ました。

35

都市整
都市公園安全・安心対策事業 備部市
費
街地整
備課

子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園
の整備を推進するため、公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園
における総合的な安全・安心対策を計画的に実施します。

ＡＡＡ

公園施設更新工事と富士見公園便所
の改修工事を実施しました。

44,000

平成28年度は、公園施設点検業務、公園施設更新工事、
今後の方向性のとおり、事
36,979 公園便所改修工事を実施します。平成29年度以降も公園
業の推進を図ること。
施設更新工事、公園便所改修工事を実施する予定です。

36

都市整
市営住宅長寿命化計画整備
備部住
事業費
宅課

老朽化が進行している市営住宅のライフサイクルコストの縮減等を図
るため、市営住宅長寿命化計画に基づき、５団地（住吉・長須賀・東
清・真里谷・江川）について、計画的に施設の改善を図り、政策空家
の用途廃止も含め行います。

ＡＡＡ

2団地9棟36戸の建具改修を行いまし
た。

32,400

23,976

引き続き、市営住宅長寿命化計画に基づき、計画的な改
修・修繕を行います。

都市整
備部土
木課

橋りょうの損傷が大きくなるまえに、橋りょう長寿命化修繕計画に基づ
き、橋りょうごとに計画的な修繕工事を行うことで、健全な状態を維持
し、事故を未然に防止すると同時に、補修費を抑制します。

ＡＡＡ

橋りょう定期点検業務委託、橋りょう修
繕実施設計業務委託、橋りょう修繕工
事を実施しました。

73,000

57,311

引き続き、「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょう 今後の方向性のとおり、事
の定期点検及び修繕工事を行います。
業の推進を図ること。

38

都市整
中野畑沢線整備事業（桜井工
備部土
区）
木課

本路線は、金田地区から中心市街地を通り畑沢地区まで木更津市を
南北に縦断する重要な幹線道路として整備促進が図られています。
本工区については、未整備のため、早急に整備を進め国道16号に接
続することにより、地域経済の活性化に寄与します。

ＡＡＡ

墳墓移転、用地取得、文化財調査のた
めの環境整備を実施しました。

100,000

39

都市整
草敷潮見線整備事業（請西工
備部土
区）
木課

本路線は、国道16号及び127号から、かずさアカデミアパークまでの
主要幹線道路として整備することにより、交通アクセスの向上を図り
企業誘致を推進するとともに、請西地区の良好な市街地環境の形成
を促進します。

ＡＡ

平成27年度は用地測量業務に着手し
ましたが、道路の構造等に関する関係
機関との協議に時間を要したことから、
平成28年度に繰越しました。その他、
地元事業説明会を実施しました。

8,000

都市整
備部土
木課

金田ICや金田地区開発事業による各施設を結ぶ道路網を強化し、併
せて集落間（牛込～畔戸）のさらなる活性化を図るため、既存道路網
の拡幅整備を実施します。

ＡＡ

当初、平成27年度で事業を完了する予
定でしたが、用地取得や電柱等の支障
物件の移設に時間を要したことから、
道路整備については、一部、平成28年
度に繰越して実施することとしました。

167,500

41

都市整
市道１０１-２号線道路改良事
備部土
業費（中島工区）
木課

木更津金田バスターミナル（チバスタアクア金田）や商業施設の進出
により増加が見込まれる交通量に適切に対応するため、金田ＩＣの東
京方面への進入路の改良工事を実施します。

ＡＡ

平成27年度で現況路線測量、道路詳
細設計を完了する予定でしたが、ＮＥＸ
ＣＯとの基本方針の協議完了に時間を
要したことから、全額を減額補正しまし
た。

14,000

42

都市整
江川総合運動場周辺市道整
備部土
備事業
木課

江川総合運動場拡張整備事業に伴い、周辺の市道が狭隘で中野畑
沢線から運動場までのアクセスに支障が予想されることから、歩行者
の安全確保と車両の円滑な通行を図るため、周辺市道の整備を行い
ます。

ＡＡＡ

現況路線測量、道路詳細設計を実施し
ました。

40,000

28,382

都市整
備部土
木課

道路施設（舗装、法面、大型標識、道路照明）の健全な状態を維持
し、道路利用者及び第三者被害を防止するため、道路施設の点検を
行います。

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
道路法面、道路照明の点検、舗装調
査を実施しました。なお、今後は、定期
点検と点検結果に基づく修繕工事に移
行します。

15,000

8,099

34 公園整備事業費

37 橋りょう長寿命化修繕事業

市道１０１－２号線道路改良

40 事業（畔戸工区）

43 道路ストック総点検事業費

5

80,983 早期の工事着手に向け、用地取得に取組みます。

0

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

平成28年度は、前年度から繰越した用地測量業務を完了
させるとともに、橋りょうの詳細設計を実施します。その後 今後の方向性のとおり、事
については、県の整備事業の推進のため、用地取得業務 業の推進を図ること。
に係る支援を行います。

44,929 平成28年6月に工事を完了しました。

平成２８年度をもって完了

平成28年度は、現況路線測量、道路詳細設計を完了させ
今後の方向性のとおり、事
0 るとともに、用地取得を実施し、平成29年度の供用開始を
業の推進を図ること。
目指します。

平成28年度は、用地測量及び物件補償･用地取得を行
い、早期に工事着手します。

＊進捗度：ＡＡＡ概ね計画どおりに実施

ＡＡ計画を変更

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

Ａ事業の中止・休止

基本計画事業の進行管理結果一覧
平成27年度

№

事業名

所属

事業概要
＊進捗度

市道６４３１号線道路改良事

44 業

45

都市整
備部土
木課

笹子地区の幹線道路である本路線は、道路幅員が狭隘で一般車両
のすれ違いが困難であることから、歩行者の安全確保と車両の円滑
な通行を図るため、拡幅整備を実施します。

環境部
（仮称）木更津市火葬場整備 火葬場
運営事業費
建設準
備室

昭和４２年に供用開始した本市火葬場は、施設及び設備の老朽化が
懸念されていることに加え、高齢化社会の到来による死亡件数の増
加が見込まれるため、木更津市火葬場の更新事業として施設整備を
進めます。

環境部
環境管
理課

市民や事業者、市が互いに連携しながら環境にやさしいまちづくりを
進めるため、環境の保全と創造に向けた行動指針となる環境基本計
画を改定します。

46 環境基本計画改定事業

取組状況

ＡＡＡ

拡幅整備に向けた用地測量等を実施
しました。

ＡＡＡ

平成27年9月29日に袖ケ浦市を除く3
市間で、翌年1月29日に4市間で共同
建設に係る覚書を締結しました。また、
11月から1月にかけて、波岡地区を対
象に市主催の住民説明会を7回実施
し、地元住民の理解を得られるよう努
めました。

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
当初の計画どおり、平成28年3月に環
境基本計画を改定しました。本事業は
平成27年度で終了しました。

（６）構想の実現に向けて

47

市民活動を支援するため、市民活動団体の情報収集や交流の場とし
て、また、コーディネート支援や相談業務を通じ、市民活動の拠点とな
る市民活動支援センターを整備します。

48

市民部
（仮称）市民活動支援センター 市民活
管理運営費
動支援
課

市民活動を支援するため、市民活動団体の情報収集や交流の場とし
て、また、コーディネート支援や相談業務を通じ、市民活動の拠点とな
る市民活動支援センターを管理運営します。

49

市民部
（仮称）金田地域交流センター 市民活
整備事業
動支援
課

地域環境が大きく変貌している金田地区において、地域のつながりを
さらに強化し、本市のめざす市民力・地域力の醸成を図るため、従来
の公民館が担ってきた生涯学習機能を併せ持つ、（仮称）金田地域交
流センターを整備します。

土地開発公社経営健全化計 総務部
画に伴う土地購入費
管財課

第4次土地開発公社経営健全化計画に基づき、計画的に土地の買い
戻しを進め、簿価総額の縮減を行います。第4次計画終了年度の平成
29年度末の債務総額約20億円（見込み）、簿価総額27億円（見込
み）。また、第4次終了後も次期計画の策定も含め、引き続き、債務総
額及び簿価価格の縮減に努めます。

総務部
管財課

平成２７年度に仮庁舎への移転が終了したことから、本年度は耐震性
が不足する旧庁舎及び第２庁舎の解体工事（２ヵ年継続事業）を実施
します。
なお、平成３２年以降に新庁舎建設事業の再開を予定しており、新庁
舎の完成・移転までは仮庁舎の賃貸契約を継続します。

51 庁舎整備事業

10,000

－

4,500

決算額
（千円）

8,744

－

今後の方向性

進行管理結果

平成28年度は、引き続き境界確定業務を行うとともに用地 今後の方向性のとおり、事
取得に着手し、早期に工事着手します。
業の推進を図ること。

基本構想の策定やPFI導入可能性調査等を実施し、火葬
場整備における課題の整理や機能及び規模の検討、また
整備手法の検討等を行い、火葬場整備に向けた動きをよ
今後の方向性のとおり、事
り具体的なものにしていきます。また、事業に進展があった
業の推進を図ること。
ときなど、適切なタイミングで住民説明会を実施し、地元住
民に対し丁寧に説明を行っていくことで、地元理解の醸成
に努めていきます。

2,916

1,123,809 1,241,191

市民部
（仮称）市民活動支援センター 市民活
整備事業費
動支援
課

50

当初予算額
（千円）

ＡＡＡ

【平成27年度で事業終了】
平成27年10月1日、両総通運ビル内に
木更津市市民活動支援センターを開
設し、本事業は平成27年度で終了しま
した。なお、今後登録団体等の増加に
伴い会議室利用者が増加した場合は、
会議室の借り増しについて検討を行う
予定です。

8,200

7,920

ＡＡＡ

平成27年10月1日に開設した木更津市
市民活動支援センターの管理運営を
図りました。なお、開館時間が当初の
想定より長くなったことから、補正予算
で事業費を増額しました。

8,958

9,963

ＡＡＡ

平成30年度の開設に向け、基本設計
業務委託及び地質調査を行いました。

ＡＡＡ

第４次経営健全化計画に基づき、計画
どおり買戻しを実施しました。

ＡＡＡ

民間の２施設を借り上げ、平成27年9
月24日に駅前庁舎及び朝日庁舎とし
て、仮庁舎での業務を開始しました。

6

27,000

今後は管理運営に係る経
市民活動の拠点として、引き続き、適正に管理運営を図っ
費のみとなることから、基本
ていきます。
計画事業から削除する。

今後の方向性のとおり、事
平成28年度に実施設計を実施し、平成29年度から30年度 業の推進を図ること。なお、
17,744
にかけて工事を行い施設整備を図ります。
特定財源の確保に努めるこ
と。

200,000

平成24年度から平成29年度までを計画期間とする第４次
経営健全化計画に基づき、計画的な買戻しを進めます。平 今後の方向性のとおり、事
199,998
成30年度以降については、次期経営健全化計画を策定
業の推進を図ること。
し、引き続き計画的に買い戻しを進める予定です。

413,466

平成28年度は、耐震性能が不足する旧本庁舎及び第２庁
舎の解体を、２か年継続事業として実施します。その後は、 今後の方向性のとおり、事
564,169
平成32年以降に新庁舎建設事業の実施を予定していま
業の推進を図ること。
す。

＊進捗度：ＡＡＡ概ね計画どおりに実施

ＡＡ計画を変更

Ａ事業の中止・休止

基本計画事業の進行管理結果一覧
平成27年度

№

52

事業名

所属

総務部
公共施設等総合管理計画策 行政改
定事業費
革推進
室

事業概要
＊進捗度

取組状況

長期的な視点をもって、公共施設の更新・統廃合・長寿命化などを計
画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化とともに、公共施設等
の最適な配置を図るため、公共施設等の総合管理計画を策定しま
す。

ＡＡＡ

公共施設等総合管理計画策定業務委
託を公募型のプロポーザル方式にて
実施し、8月に契約を締結しました。そ
の後、2月に公共施設等総合管理計画
素案を作成しました。

当初予算額
（千円）

12,000

決算額
（千円）

今後の方向性

進行管理結果

平成28年5月に公共施設等総合管理計画を策定し、その
後、管理計画に基づき、公共建築物を対象に統廃合、複
9,057 合化及びPPP等の民間活力の導入等を示す再配置計画を 中止・休止
平成29年3月までに策定します。平成29年度以降は、実行
に向けた詳細な実施計画を作成する予定です。

53 庁舎建設基金積立金

総務部
管財課

新庁舎建設事業の再開に備え、庁舎建設基金の計画的な積み立て
を行います。

ＡＡＡ

基金の積み立てを行いました。

200,438

201,429 新庁舎建設までの間、継続して積み立てを行います。

54 番号制度導入事業

総務部
行政改
革推進
室

マイナンバー制度への対応に必要となるシステム整備等を実施しま
す。また、マイナンバーカード発行等業務委任に係る経費等を負担し
ます。

ＡＡＡ

国が示す要件定義に沿ったシステム改
修（整備）を実施するとともに、庁内に
おける事務整理等を実施しました。

244,347

221,623

市民部
健康推
進課

市民の健康増進を図るため、保健指導訪問時等において個人データ
に基づく健診結果の説明や指導等きめ細かな保健指導を目指し、健
康管理システムと連動させたタブレット端末導入整備、運用を実施し
ます。

ＡＡＡ

タブレット端末については、平成28年3
月15日に構築・改修作業が終了し、平
成28年4月1日から本格運用を開始し
ました。

健康管理タブレット端末事業

55 費

合計

9,400

平成29年7月の情報連携開始に向け、引続きシステム環
境の整備及び事務対応の進行を図ります。

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

今後の方向性のとおり、事
業の推進を図ること。

引き続き、訪問時等にタブレット端末を利用し、データに基
づく分かりやすい保健指導を実施していきます。また、これ
まで紙ベースで持参していた各種資料について、端末上に 今後の方向性のとおり、事
9,288
格納しておくことで、より多くの資料を携帯し、提示していき 業の推進を図ること。
ます。さらに、各種教室等の会場で受付入力業務をするこ
とにより、健診後の事務の簡素化を図っていきます。

4,972,798 4,656,230

7

＊進捗度：ＡＡＡ概ね計画どおりに実施

ＡＡ計画を変更

Ａ事業の中止・休止

