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8 土木費

成果
達成度

事　　　業　　　の　　　成　　　果
施策評価に基づく

施策番号
科　　　　　　　目

（千　円）
事　　業　　名

予　算　額
（千　円）

決　算　額
（千　円）

執行率
左の財源内訳

3 交通安全施設整備費 職員費 3,156 3,095 一 3,095 98.1% 　職員1人　(H30:1人)

(予算額) 52,815 （職員課） ◆一般職員費（交通安全施設整備費） 3,095 千円 －

(決算額) 47,003

49,659 43,908 国 10,543 88.4%

繰 5,000

（道路課） 債 7,600 ◆歩道整備費 5,718 千円 △ 17 － 01 －④

[建設] 一 20,765 ◇野路南98号線歩道整備事業 5,718 千円

歩道整備工事（L=70ｍ）を行いました。(当初:L=70m)

◆交通安全施設整備費 6,699 千円 ○ 17 － 01 －④

◇市道路側帯カラー舗装化事業 2,142 千円

通学路となっている市道の路側帯のカラー舗装化（L=820m）を行いました。

(当初:L=650m)

◇交通安全施設整備工事 2,955 千円

カーブミラー、ガードレールおよび転落防止柵等の交通安全施設の設置を行いました。

◆交通安全施設維持管理費 14,463 千円 －

◇交通安全施設維持管理 13,927 千円

カーブミラー、ガードレールおよび転落防止柵等の交通安全施設の修繕等を行いました。

◆歩行空間バリアフリー化事業費 17,028 千円 △ 17 － 03 －①

◇駅周辺バリアフリー化事業 17,028 千円

草津駅下笠線他において整備工事(L＝160m)を行いました。(当初:L=180m)

3 河川費 職員費 12,368 12,303 一 12,303 99.5% 　職員2人　(H30:1人)

1 河川維持改修費 （職員課） ◆一般職員費（河川維持改修費） 12,303 千円 －

(予算額) 65,503

(決算額) 62,816 河川改修事業費 10,346 10,137 債 7,700 98.0%

（河川課） 一 2,437 ◆河川改修費 10,137 千円 ○ 12 － 04 －①

［建設］ ◇市内河川改修工事　　水路改修他 8,614 千円

河川維持補修事業費 35,536 34,355 一 34,355 96.7%

（河川課） ◆河川維持補修費 28,497 千円 ○ 12 － 04 －①

［建設］ ◇市内点々河川補修工事 要望件数実施率　　78％ （H30：100％） 14,750 千円

◇調整池樹木伐採業務 4,544 千円

◇市内河川草刈業務 1,991 千円

◇スクリーン清掃及びゲート等操作清掃業務 559 千円

◇みんなの川サポート協働事業　委託料 200 千円 　

◇河川パトロール業務 3,161 千円

◆町内会河川清掃浚渫土運搬費 5,858 千円 －

◇河川浚渫土自己搬入報奨金 実施団体数 17団体 （H30:24団体） 791 千円

◇河川浚渫土運搬業務他   4,814 千円

河川愛護事業費 4,174 3,814 県 2,057 91.4%

（河川課） 一 1,757 ◆草刈等河川愛護推進費 3,814 千円 －

［建設］ ◇河川愛護活動報奨金　 実施団体数 57団体 （H30:55団体） 3,013 千円

◇草収集及び運搬処理業務委託 781 千円

調整池維持管理事業費 3,079 2,207 繰 1,440 71.7%

（河川課） 一 767 ◆調整池維持管理事業費 2,207 千円 －

［建設］ ◇調整池ポンプ施設　維持管理費 1,867 千円

◇調整池ポンプ施設　保守点検・スクリーン清掃業務 292 千円

交通安全施設整備事業
費

　歩道等の整備ならびに交通安全施設（防護柵、カーブミラー等）の整備・維持管理を行いました。その結果、安全で快適
な道路環境の構築と維持管理が図れました。

　河川・排水路の改修を実施しました。その結果、生活環境の改善と排水能力の向上が図れました。

　河川・排水路の修繕及び清掃を実施しました。その結果、排水能力の維持と生活環境の保全が図れました。

　一級河川における愛護作業を実施しました。その結果、河川環境の向上と異常箇所の早期発見が図れました。

　洪水調整池の点検・清掃等の維持管理を実施しました。その結果、機能の維持と生活環境の保全が図れました。
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8 土木費

成果
達成度

事　　　業　　　の　　　成　　　果
施策評価に基づく

施策番号
科　　　　　　　目

（千　円）
事　　業　　名

予　算　額
（千　円）

決　算　額
（千　円）

執行率
左の財源内訳

3 交通安全施設整備費 職員費 3,156 3,095 一 3,095 98.1% 　職員1人　(H30:1人)

(予算額) 52,815 （職員課） ◆一般職員費（交通安全施設整備費） 3,095 千円 －

(決算額) 47,003

49,659 43,908 国 10,543 88.4%

繰 5,000

（道路課） 債 7,600 ◆歩道整備費 5,718 千円 △ 17 － 01 －④

[建設] 一 20,765 ◇野路南98号線歩道整備事業 5,718 千円

歩道整備工事（L=70ｍ）を行いました。(当初:L=70m)

◆交通安全施設整備費 6,699 千円 ○ 17 － 01 －④

◇市道路側帯カラー舗装化事業 2,142 千円

通学路となっている市道の路側帯のカラー舗装化（L=820m）を行いました。

(当初:L=650m)

◇交通安全施設整備工事 2,955 千円

カーブミラー、ガードレールおよび転落防止柵等の交通安全施設の設置を行いました。

◆交通安全施設維持管理費 14,463 千円 －

◇交通安全施設維持管理 13,927 千円

カーブミラー、ガードレールおよび転落防止柵等の交通安全施設の修繕等を行いました。

◆歩行空間バリアフリー化事業費 17,028 千円 △ 17 － 03 －①

◇駅周辺バリアフリー化事業 17,028 千円

草津駅下笠線他において整備工事(L＝160m)を行いました。(当初:L=180m)

3 河川費 職員費 12,368 12,303 一 12,303 99.5% 　職員2人　(H30:1人)

1 河川維持改修費 （職員課） ◆一般職員費（河川維持改修費） 12,303 千円 －

(予算額) 65,503

(決算額) 62,816 河川改修事業費 10,346 10,137 債 7,700 98.0%

（河川課） 一 2,437 ◆河川改修費 10,137 千円 ○ 12 － 04 －①

［建設］ ◇市内河川改修工事　　水路改修他 8,614 千円

河川維持補修事業費 35,536 34,355 一 34,355 96.7%

（河川課） ◆河川維持補修費 28,497 千円 ○ 12 － 04 －①

［建設］ ◇市内点々河川補修工事 要望件数実施率　　78％ （H30：100％） 14,750 千円

◇調整池樹木伐採業務 4,544 千円

◇市内河川草刈業務 1,991 千円

◇スクリーン清掃及びゲート等操作清掃業務 559 千円

◇みんなの川サポート協働事業　委託料 200 千円 　

◇河川パトロール業務 3,161 千円

◆町内会河川清掃浚渫土運搬費 5,858 千円 －

◇河川浚渫土自己搬入報奨金 実施団体数 17団体 （H30:24団体） 791 千円

◇河川浚渫土運搬業務他   4,814 千円

河川愛護事業費 4,174 3,814 県 2,057 91.4%

（河川課） 一 1,757 ◆草刈等河川愛護推進費 3,814 千円 －

［建設］ ◇河川愛護活動報奨金　 実施団体数 57団体 （H30:55団体） 3,013 千円

◇草収集及び運搬処理業務委託 781 千円

調整池維持管理事業費 3,079 2,207 繰 1,440 71.7%

（河川課） 一 767 ◆調整池維持管理事業費 2,207 千円 －

［建設］ ◇調整池ポンプ施設　維持管理費 1,867 千円

◇調整池ポンプ施設　保守点検・スクリーン清掃業務 292 千円

交通安全施設整備事業
費

　歩道等の整備ならびに交通安全施設（防護柵、カーブミラー等）の整備・維持管理を行いました。その結果、安全で快適
な道路環境の構築と維持管理が図れました。

　河川・排水路の改修を実施しました。その結果、生活環境の改善と排水能力の向上が図れました。

　河川・排水路の修繕及び清掃を実施しました。その結果、排水能力の維持と生活環境の保全が図れました。

　一級河川における愛護作業を実施しました。その結果、河川環境の向上と異常箇所の早期発見が図れました。

　洪水調整池の点検・清掃等の維持管理を実施しました。その結果、機能の維持と生活環境の保全が図れました。
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