
平成３０年度当初予算　復活見積調書（市長）　 建設部　

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1 道路課
都市計画街路事
業費

大江霊仙寺線（南笠工
区）その２整備事業

　都市計画道路大江霊仙寺線（南
笠工区）その２整備事業は、土地区
画整理事業区域から都市計画道路
平野南笠線までの間、５００ｍの整
備を進めるものであり、当工区を整
備することで、南北の幹線道路とし
て南草津駅周辺の交通渋滞の緩和
および今後の事業推進により、大
津方面への交通アクセスの確保を
図ることができるものです。
　また、当該地域は、既存市道が狭
く、通学路の歩道も未整備であり、
緊急車両の通行も困難な状況で
す。近年、住宅整備により交通量が
増加していることから、土地区画整
理事業の実施と整合した整備によ
り、歩道の確保および防災面からも
整備が必要です。

平成３０年度　基本設計、暫定接続
検討
平成３１年度　詳細設計、用地測量
等
平成３２年度　用地買収、文化財調
査
平成３３年度　用地買収、文化財調
査
平成３４年度　工事
平成３５年度　工事

20,000 20,000 0 0 20,000 20,000 16,000 16,000

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

2 公園緑地課 緑化推進費
ガーデンシティくさつ推
進事業

　平成２９年３月に策定した「第５次
草津市総合計画（第３期基本計
画）」の基本方針の一つである
「ガーデンシティの推進」の内容を
踏まえて、「ガーデンシティくさつ」の
実現を図っていくため、策定委員会
を設置して「第２次草津市緑の基本
計画」を見直しているところです。
　平成３０年度以降は、この計画に
基づき、花と緑がいっぱいのまちづ
くりを進め、人々が集まり笑顔が行
き交うまちの実現を図るとともに、
ガーデニングの動きを広げていくこ
とで、市民の健幸活動も促進するこ
とができます。

◇花修景サポーター支援事業
　　４月～５月　　委託契約、打合せ
　　６月～　基礎講座やリーダー講
座の開催（花壇施工も含む）
◇花苗配布事業
　　４月～　各まちづくり協議会と調
整
　　適時　　花苗購入後、必要とする
まちづくり協議会に配布
◇ガーデン整備事業
　　４月～　各団体と調整
　　５月～　花壇整備を行う団体に
補助金交付（散水設備は市が施
工）

6,608 6,608 792 792 5,188 5,188 0 0

更なる検討を要する
ため、未措置扱いと
しました。

3 公園緑地課
都市公園等維持
管理費

ロクハ公園園路舗装
工事

　ロクハ公園にウォーキングコース
を整備するにあたり、園路の舗装お
よび古くなった園路舗装の打換えを
行い、路面標示や標識等を設置し
ます。

３０年度工事
舗装版撤去　一式
路盤工事　一式
脱色アスファルト舗装　Ａ＝１，０７０
㎡
密粒度アスファルト舗装　Ａ＝３３６
㎡
縁石工　Ｌ＝１１６ｍ
路面標示、標識等　６箇所（１箇所
／１００ｍ）

14,354 14,354 0 0 14,354 7,176 7,178 1,960 980 980

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

4
草津川跡地
整備課

草津川跡地整備
事業

健幸ウオーク案内板
等設置経費

健幸都市を目指す草津市の健康づ
くりを促す一環として、草津川跡地
公園を活用して、市民がウオーキン
グに取り組みやすくなるための仕掛
けとして、公園内で歩いた距離が把
握できるように案内板等の設置を
行うものです。

平成３０年度
・案内板等の設置
・パンフレット作成

6,173 6,173 0 0 1,962 981 981 1,000 500 500

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

5
草津川跡地
整備課

草津川跡地整備
事業

民間事業誘致検討業
務（区間R1)

　区間R1（市道大路１６号線～国道
１号線）の整備着手前に、当該区域
の事業スキームの検討を行うととも
に、民間事業者の誘致に向けた検
討を行い、当該区域の特性を活か
した効果的な施設の設置を検討し、
更なるにぎわいを創出することを目
的するものです。

平成３０年度
民間事業誘致検討業務委託（区間
R1)

21,504 21,504 0 0 21,504 21,504 0 0

更なる検討を要する
ため、未措置扱いと
しました。

6 住宅課 住宅管理費
重要事項作成アドバイ
ザリー契約　外1件

　改良住宅は、住宅地区改良事業
等に協力し、住まいをなくされた方
に対し、市が代替住戸として建設し
たものであり、建設当時から持ち家
化による定住のまちづくりを目的と
して譲渡処分を進めることとしてい
ます。
　また、譲渡処分により、住宅管理
コストを縮減させ、新たな税収（固
定資産税等）を産み出すなど、市財
政の健全化にも大きく寄与するもの
です。

平成２９年度　改良住宅譲渡審議
会による譲渡基本方針（案）の審議
　　　　　　　　　譲渡物件調査（測
量・更正登記、鑑定評価、耐震診断
等）
平成３０年度　譲渡希望者調査
　　　　　　　　　譲渡物件調査（測
量・更正登記、重説作成、建物現況
調査等）
平成３１年度　譲渡開始（国申請）、
分離他工事

7,380 7,380 0 0 3,124 3,124 3,124 3,124

市長審査により、事
業内容を確認し、必
要額を措置しまし
た。
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7 住宅課
公営住宅建設事
業費

公営住宅建替基本構
想策定費

　平成29年度に改定した市営住宅
長寿命化計画において、新たに建
替対象と判定された公営住宅につ
いて、団地の建設地や戸数、間取り
等の決定や各種法令、開発要件の
整理に加え、来るべき人口減少社
会・超高齢社会における住宅セーフ
ティネットとしての公営住宅の適切
な供給と福祉施策との連携を図ると
ともに、財政負担を考慮し、建替対
象団地の集約化や整備、維持管理
における民間活力の導入等、持続
可能な住宅経営を進めるための多
様な視点から調査・検討を行い、中
長期にわたる公営住宅の整備に関
する方針を定めることを目的としま
す。

４月～  ５月　　入札準備・入札
６月～１１月　　方針策定、取りまと
め
（建替え事業の方向性検討、県や
関係課との協議、庁議など）
１２月　　　　　　パブリックコメント
１月　　　　　　 パブリックコメント意
見取りまとめ
２月　　　　　　 成果品納品

6,696 3,348 0 0 6,696 3,348 3,348 0 0

更なる検討を要する
ため、未措置扱いと
しました。

部合計 82,715 79,367 792 792 72,828 11,505 0 0 0 61,323 22,084 1,480 0 0 0 20,604
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