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３３３３    主要事業主要事業主要事業主要事業のののの概要概要概要概要    

※※※※事業費事業費事業費事業費のののの後後後後のののの（（（（        ））））書書書書きはきはきはきは前年度当初予算額前年度当初予算額前年度当初予算額前年度当初予算額    

フィールドフィールドフィールドフィールド１１１１    快適交流快適交流快適交流快適交流    

～～～～人人人人がががが集集集集いいいい、、、、快適快適快適快適でででで利便性利便性利便性利便性のののの高高高高いいいい都市都市都市都市のののの実現実現実現実現～～～～    

    

◎◎◎◎良好良好良好良好なななな都市空間都市空間都市空間都市空間のののの形成形成形成形成    

    

（施（施（施（施））））地籍調査事業費地籍調査事業費地籍調査事業費地籍調査事業費（建設部（建設部（建設部（建設部    都市計画都市計画都市計画都市計画課）課）課）課）    

５５５５０，８０００，８０００，８０００，８００千円千円千円千円（（（（54,06554,06554,06554,065千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

         国土調査法に基づく地籍調査を推進することにより、一筆ごとの土地の境界、面積、形状

などを正確に示し、その成果を個人の土地取引から公共事業まで、あらゆる土地関連行為の

基礎データとする。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

平成２７年度 

３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

（１）平成２７年度着手区域（新規） 

地区：高木町の一部、庄内町の一部、坂井町の一部 

面積：０．５５㎢ 

筆数：２，２４７筆 

内容：地籍図根多角測量、一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量 

（２）平成２６年度着手区域（継続） 

地区：高木町の一部、政枝町、坂井町の一部、滝の宮町の一部 

面積：０．６９㎢ 

筆数：２，５４９筆 

内容：原図作成、地積測定、地籍簿及び地籍図の作成 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）委託料  ４７，５２２千円 

（２）事務費   ４，１４３千円 

５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳     

（１）県 3/4   33,319千円（地籍調査事業費補助金） 

（２）その他      6千円（地籍調査成果交付手数料） 

（３）一財        17,475千円 
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（施）（施）（施）（施）都市計画策定費（建設部都市計画策定費（建設部都市計画策定費（建設部都市計画策定費（建設部    都市計画課）都市計画課）都市計画課）都市計画課）    

１１１１８，５９８８，５９８８，５９８８，５９８千円千円千円千円（（（（11110,8120,8120,8120,812千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

         市民への都市計画に関する情報提供、地域の実状に合った都市計画の策定及び都市計画事

業の円滑な推進を図る。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

平成２７年度 

３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

都市計画マスタープランについて、新規土地利用計画への対応、東日本大震災後の防災

に配慮したまちづくりへの対応などから見直しを行う。 

新居浜駅南地区のまちづくりについては、幅広い市民の意見をいただきながら、整備計

画策定に向けて協議を行う。 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）委託料 １７，０６７千円 

・都市計画マスタープラン見直し、駅南地区整備計画策定、道路網交通体系調査等 

（２）事務費  １，５３１千円 

５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳     

（１）繰入金      9,548千円（合併振興基金繰入金） 

（２）一財         9,050千円 

 

 

◎◎◎◎道路道路道路道路のののの整備整備整備整備    

    

（（（（公公公公））））上部東西線改良事業（街路）（建設部上部東西線改良事業（街路）（建設部上部東西線改良事業（街路）（建設部上部東西線改良事業（街路）（建設部    道路課）道路課）道路課）道路課）    

２２２２１２，５２９１２，５２９１２，５２９１２，５２９千円千円千円千円（（（（205,260205,260205,260205,260千円）千円）千円）千円）    

        １１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

上部地区を東西に結び、国道１１号を補完する路線であるとともに、テクノパーク・広瀬

公園・山根公園など、本市の主要な観光施設を直線的に結び、生活支援、観光客の誘致等の

観点から重要な路線であることから、早期の整備を図る。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２１年度～２９年度 

第１期 平成２１年度～平成２４年度（Ｌ＝３８７ｍ）    

第２期 平成２５年度～平成２９年度（Ｌ＝５２１ｍ） 

３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

（１）区間 市道中須賀上原線～市道萩生出口本線 

（２）延長 ９０８ｍ、幅員 １６ｍ    

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）工事費（橋りょう下部工事、改良工事Ｌ＝３７１ｍほか １９９，０２９千円 

（２）用地費 Ａ＝２，３００㎡               ２，５００千円 

（３）補償費（物件補償、電柱移転等）              １１，０００千円 

  ５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

    （１）国  55％   114,140千円（社会資本整備総合交付金） 

（２） 一財      98,389千円 
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（（（（公公公公））））角野船木線改良事業（建設部角野船木線改良事業（建設部角野船木線改良事業（建設部角野船木線改良事業（建設部    道路課）道路課）道路課）道路課）    

３３１，１００３３１，１００３３１，１００３３１，１００千円千円千円千円（（（（148,300148,300148,300148,300千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

新居浜インターチェンジから山根公園を経由し、主要地方道新居浜別子山線・上部東西線

を最短路線で結び、国道１１号の慢性的な渋滞緩和を図るとともに地域住民の安全と生活経

済活動を支えるため、早期の整備を図る。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成１６年度～２８年度 

３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

（１）第２工区（市道新田東縦道線～市道国領高祖線）    

（２）延長 ６９３ｍ、幅員 １２ｍ 

  ４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）工事費（改良工事Ｌ＝５００ｍ、橋りょう工事 Ｎ＝１橋）３３１，１００千円 

５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳 

（１）国  55％  182,105千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）一財        148,995千円 

    

    

（（（（単単単単））））平形外山平形外山平形外山平形外山線線線線改良事業改良事業改良事業改良事業（建設部（建設部（建設部（建設部    道路課）道路課）道路課）道路課）（新規）（新規）（新規）（新規）    

６，４１６６，４１６６，４１６６，４１６千円千円千円千円    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

主要地方道壬生川新居浜野田線から市道金栄橋通り線までの７８６ｍ間のうち、南中学校

西側の８０ｍ間について、改良事業を行う。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

３３３３    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）委託料（測量設計委託）           ４，０００千円 

（２）公有財産購入費  Ａ＝７２㎡        ２，２００千円 

（３）事務費                     ２１６千円 

 

 

（（（（単単単単））））新須賀山根支線新須賀山根支線新須賀山根支線新須賀山根支線整備事業整備事業整備事業整備事業（建設部（建設部（建設部（建設部    道路課）道路課）道路課）道路課）    

２８，５００２８，５００２８，５００２８，５００千円千円千円千円（（（（20,00020,00020,00020,000千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

新高橋左岸から城下橋左岸に至る延長約２．３ｋｍの市道新須賀山根線の枝線について、

河川敷内の自転車歩行者道路を整備し、南側県道の歩道と接続することにより、新居浜駅か

ら河川敷運動公園までの、通勤・通学等の安全性の向上を図る。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

平成２７年度 

３３３３    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）工事費  改良工事   ２８，５００千円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳 

（１）国  55％  12,925千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）一財        15,575千円 
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（（（（単単単単））））道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部    道路課）道路課）道路課）道路課）    

３３３３００００００００，，，，００００００００００００千円千円千円千円（（（（333330303030,,,,000000000000千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

市民生活に密着した市道の改良・整備・修繕及び老朽化した舗装の更新等、維持管理に努

め、市道の適正な機能を維持し、市民生活の安全性と利便性の向上に寄与する。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

平成２７年度 

３３３３    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容 

（１）工事費   河内庄内線外２５路線        １７７，０００千円 

 （２）委託料   測量設計                ２３，５００千円 

舗装補修                     ５５，０００千円    

 （３）公有財産購入費                   ７，５００千円 

（４）補償費                      １３，０００千円 

    （５）施設修繕料                    ２０，０００千円    

（６）事務費                       ４，０００千円 

 

 

（単）（単）（単）（単）サイクリングロード整備サイクリングロード整備サイクリングロード整備サイクリングロード整備事業（建設部事業（建設部事業（建設部事業（建設部    道路課）道路課）道路課）道路課）（新規）（新規）（新規）（新規）    

３，０００３，０００３，０００３，０００千円千円千円千円    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

市道西の土居滝の宮線外、新居浜市内の自転車歩行者専用道路においては、今後も更なる

自転車利用者の増加が見込まれるため、自転車利用者が安全で快適に自転車に親しみ、利用

することが出来るよう、自転車通行環境の整備を行う。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

平成２７年度 

３３３３    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容 

（１）工事費 （距離標等設置、サイクリングコース案内板設置）  ３，０００千円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳 

（１）国  55％  1,650千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）一財        1,350千円 
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◎◎◎◎安心安心安心安心なななな住宅住宅住宅住宅のののの整備整備整備整備    

    

（（（（公公公公））））公営公営公営公営住宅住宅住宅住宅建替推進建替推進建替推進建替推進事業（建設部事業（建設部事業（建設部事業（建設部    建築住宅課）建築住宅課）建築住宅課）建築住宅課）    

７５，１２７７５，１２７７５，１２７７５，１２７千円千円千円千円（（（（413,858413,858413,858413,858千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

新居浜市の公営住宅の適正な管理戸数を維持するため、公営住宅等長寿命化計画に基づき、

老朽化した住宅施設の計画的な建て替えを推進し、居住者の安全性を確保するとともに、バ

リアフリー性能の向上等、住環境の整備を図る。 

 ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

新居浜市公営住宅等長寿命化計画に沿い、老朽化の著しい市営住宅の建て替えを行う。 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

   治良丸南団地建て替え事業（平成27年度～平成29年度 ５０戸） 

（１）委託料（敷地測量、地質調査、実施設計） ３８，３７８千円 

（２）工事費（解体工事、その他付帯工事）    ３１，８３５千円 

（３）補償費（移転料）       ４，９１４千円 

５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国   50％   31,365千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）市債  100％  37,500千円（公営住宅建設事業債） 

（３）一財            6,262千円 

 

 

（（（（公公公公））））市営住宅改善市営住宅改善市営住宅改善市営住宅改善事業（建設部事業（建設部事業（建設部事業（建設部    建築住宅課）建築住宅課）建築住宅課）建築住宅課）    

２３７，３９１２３７，３９１２３７，３９１２３７，３９１千円千円千円千円（（（（360360360360,,,,127127127127千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

新居浜市の市営住宅入居者が、安全に安心して生活できる住環境を整備するため、改善事

業を実施する。 

 ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

３３３３    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）事務費                         １８１千円 

（２）施設修繕料                       ５００千円 

（３）委託料（外壁調査ほか）               ６，７７３千円 

（４）工事費（外壁改修、屋上防水改修、受水槽改修ほか）２２８，７９９千円 

（５）下水道受益者負担金                 １，１３８千円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国   50％   113,757千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）市債  100％  117,200千円（公営住宅建設事業債） 

（３）一財             6,434千円 
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（（（（施施施施））））民間木造住宅耐震改修補助事業費民間木造住宅耐震改修補助事業費民間木造住宅耐震改修補助事業費民間木造住宅耐震改修補助事業費（建設部（建設部（建設部（建設部    建築建築建築建築指導指導指導指導課）課）課）課）    

１１１１１１１１，，，，４００４００４００４００千円千円千円千円（（（（11111111,,,,400400400400千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

昭和５６年５月３１日以前に着工した木造住宅の耐震化を促進するために、民間木造住宅

耐震診断事業を実施し、耐震性が低いと判断された住宅の、円滑な耐震改修工事の実施を支

援するため、耐震改修を実施する所有者を対象に、その費用の一部を補助する。 

 ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

民間木造住宅耐震診断事業を実施し、耐震性が低いと判断された住宅の耐震改修を実施す

る所有者を対象にその費用の一部を補助する。 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

  ・耐震改修設計 最高２００千円・１０件 

・耐震改修工事 最高９００千円・１０件 

・改修工事監理 最高 ４０千円・１０件 

５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国   50％   5,700千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）県     定額  2,250千円（民間木造住宅耐震改修県補助金） 

（３）一財           3,450千円 

    

    

（施）（施）（施）（施）耐震シェルター等整備耐震シェルター等整備耐震シェルター等整備耐震シェルター等整備補助事業費（建設部補助事業費（建設部補助事業費（建設部補助事業費（建設部    建築指導課）建築指導課）建築指導課）建築指導課）（新規）（新規）（新規）（新規）    

２，０００２，０００２，０００２，０００千円千円千円千円    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

近い将来発生が予想される、東南海・南海地震に備え、人命の保護を目的として、昭和５

６年５月３１日以前に着工した木造住宅の所有者（居住者）を対象に、耐震シェルター・耐

震ベッドの設置費用の一部を補助する。 

 ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

耐震性が低いと予想される、昭和５６年５月３１日以前に着工した民間木造住宅の所有者

（居住者）を対象に、耐震シェルター・耐震ベッド設置にかかる費用の一部を補助する。 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

   補助額 設置費用の１／２以内かつ上限２００千円 

予定件数  １０件（ただし、１世帯１回限り） 
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◎◎◎◎公園公園公園公園・・・・緑地緑地緑地緑地のののの整備整備整備整備    

    

（公）（公）（公）（公）公園長寿命化対策事業（建設部公園長寿命化対策事業（建設部公園長寿命化対策事業（建設部公園長寿命化対策事業（建設部    都市計画課）都市計画課）都市計画課）都市計画課）    

７２，９００７２，９００７２，９００７２，９００千円千円千円千円    （（（（33333333,000,000,000,000千円）千円）千円）千円）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

都市公園施設の健全度および修繕・更新の緊急度、また、ライフサイクルコストの縮減

の観点から、施設ごとの適正な修繕・更新時期を設定し、優先順位をつけて修繕や更新を

行う。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

長寿命化計画に基づき、老朽化した施設の修繕や更新及び便所等のバリアフリー化を

行なっていくとともに、黒島海浜公園のスケートプラザ及びその周辺の改修に向けた測

量・実施設計及び改修工事を実施する。 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）工事費（都市公園園路施設改修：黒島海浜公園外２公園、都市公園便所改修：中 

須賀公園外２公園、黒島海浜公園外改修）     ６４，０００千円 

（２）委託料 黒島海浜公園改修測量・実施設計          ７，０００千円 

（３）事務費                          １，９００千円 

５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳            

（１）国   50％      25,000千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）市債 90%     24,200千円（公共事業等債） 

（３）一財       23,700千円 

    

    

（（（（施施施施））））都市公園整備事業都市公園整備事業都市公園整備事業都市公園整備事業（（（（建設部建設部建設部建設部    都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課））））    

５５，１００５５，１００５５，１００５５，１００千円千円千円千円    （（（（33,33,33,33,503503503503千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

良好な都市環境を創出し、スポーツ・レクリエーションなどの市民活動の場であり、避

難地など、災害拠点の場としても活用できる都市公園を整備する。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

平成２６年度に引き続き神郷公園の整備（公園用地造成、管理施設整備）を実施する。 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

（１）工事費（造成工、管理施設工）             ５１，５００千円 

    （２）委託料（修正設計）                  ２，０００千円 

    （３）事務費                        １，６００千円 

５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳            

（１）国   50％      25,000千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）市債 90%    23,900千円（公共事業等債） 

（３）一財        6,200千円 
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◎◎◎◎港湾港湾港湾港湾のののの整備整備整備整備    

    

 

（（（（単単単単））））新居浜マリーナクレーン整備新居浜マリーナクレーン整備新居浜マリーナクレーン整備新居浜マリーナクレーン整備事業事業事業事業（（（（企画企画企画企画部部部部    港湾管理港湾管理港湾管理港湾管理課）課）課）課）    （新規）（新規）（新規）（新規）    

２１６，０００２１６，０００２１６，０００２１６，０００千円千円千円千円    

                ※※※※新居浜港務局が実施する新居浜マリーナクレーン整備事業について負担する。 

    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

現在新居浜マリーナに整備されている３５ｔ吊り自走式大型艇用クレーンと、５ｔ吊りタ

ーンテーブル式小型艇用クレーンはいずれも老朽化が著しく、安全、確実かつ安定したボー

トの揚降が困難になりつつある。さらに、既存クレーンでは、近年のボートの大型化に対応

できないことに加え、国体・プレ国体の円滑な実施にも寄与するため、クレーンを整備する。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２７年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

     新居浜マリーナクレーン（ボートリフター）整備 

４４４４    ２２２２７７７７年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容年度の事業内容    

    （１）工事費   橋型固定式クレーン １基     ２１６，０００千円 

             （２５ｔ吊＋３．５ｔ吊 ２ｗａｙ方式） 

  ５５５５    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳            

（１）市債    216,000千円（港湾建設事業債 100%） 


