
令和２年度三郷市国土強靭化地域計画関連事業一覧

施策分野 リスクシナリオ 事業名 事業費（千円） 担当課

まちづくり方針1 1-7,2-5,9-2 ○自主防災組織設立及び活動推進事業 5,905 危機管理防災課

まちづくり方針1 1-6,2-5,4-3,9-1,9-2 ○地域防災推進事業 7,308 危機管理防災課

まちづくり方針1 1-1,4-2 ○庁舎管理事業 288,103 市有財産管理課

まちづくり方針1 1-1,4-2 ○健康福祉会館管理事業 48,325 ふくし総合支援課

まちづくり方針1 1-1,4-2,5-2 ○消防庁舎維持・管理事業 32,173 消防総務課

まちづくり方針1 3-1 ○指令課事務 54 指令課

まちづくり方針1 3-1 ○通信指令施設管理事業 25,382 指令課

まちづくり方針1 1-1,2-1 〇消防個人装備整備・維持事業 0 消防総務課

まちづくり方針1 1-1,2-3 〇消防総務課事務 37,502 消防総務課

まちづくり方針1 1-1,2-1,2-2,3-1,7-1 ○消防装備・維持事業 5,514 消防署

まちづくり方針1 1-3,1-4,1-6
○防災行政無線･防災情報システム運用管

理事業
16,071 危機管理防災課

まちづくり方針1 3-2
○情報処理機器及びネットワーク管理事

業
149,453 企画調整課

まちづくり方針1 3-1,3-2 ○防災行政無線更新整備事業 4,000 危機管理防災課

まちづくり方針1 2-4,5-1,5-2,5-3,7-5 ○災害備蓄品整備事業 18,277 危機管理防災課

まちづくり方針1 5-1 ○配水管整備事業 802,465 施設課

まちづくり方針1 1-2 〇防火啓発事業 1,126 予防課

まちづくり方針1 1-7 〇少年消防クラブ事業 3,180 消防総務課

まちづくり方針1 1-1,1-3,2-2 〇消防団維持事業 59,060 消防総務課

まちづくり方針1 1-1,1-2,1-3,2-2 〇消防団装備強化・整備事業 0 消防総務課

まちづくり方針1 1－1～1－5 〇警防課事務 10,640 警防課

まちづくり方針1 2－1～2－3、2－6 〇緊急消防援助隊事業 1,306 警防課

まちづくり方針１ 4-1 〇防犯のまちづくり推進事業 33,267 生活安全課

まちづくり方針1 4-1 ○防犯ステーション設置管理事業 2,844 生活安全課

まちづくり方針1 1-5,2-6,3-1,3-2 ○町会長等活動支援事業 2,875 市民活動支援課

まちづくり方針1 1－1～1－5、2－6 〇消防団車両機器整備維持事業 37,013 警防課

まちづくり方針1 1－2，7－1 〇消火栓等施設整備事業 4,000 警防課

まちづくり方針1 1－2，7－1 〇消防水利施設維持修繕事業 6,020 警防課

まちづくり方針1 1－1～1－5、2－6 〇消防車両・救急車両機器整備維持事業 122,110 警防課

まちづくり方針1
1－1～1－5

2－1～2－3
〇メディカルコントロール体制事業 4,807 警防課

まちづくり方針１ 1-2、7-1 〇土地利用計画決定事業 4,480 都市デザイン課

まちづくり方針１ 1-1、7-2 〇耐震診断・耐震改修等費用助成事業 15,800 開発指導課

まちづくり方針１ 1-1、7-2 〇ブロック塀等の安全確保事業 6,000 開発指導課

まちづくり方針2 5-2,5-3 ○災害備蓄品整備事業 危機管理防災課

まちづくり方針2 1-1 ○指定管理者による児童館施設運営事業 67,128 子ども支援課

まちづくり方針2 1-1 ○児童館運営事業 2,343 子ども支援課

まちづくり方針2 1-1 ○しいのみ学園運営事業 4,272 子ども支援課

まちづくり方針2 1-1、4-2 ○小学校校舎改修事業 510,000 教育総務課

まちづくり方針2 1-1、4-2 ○小学校非構造部材耐震化事業 64,300 教育総務課

まちづくり方針2 1-1、4-2 ○中学校校舎改修事業 19,000 教育総務課

まちづくり方針2 1-1、1-2、1-3、1-4、1-6、3-1、3-2、4-2〇保育所運営管理事務事業 289,764 すこやか課

まちづくり方針2 2-3
○消防施設再生可能エネルギー等導入事

業
0 消防総務課

まちづくり方針2 2-4 ○地域防災推進事業 危機管理防災課

まちづくり方針2 1-7 ○教育研究推進事業 950 指導課

まちづくり方針3 3-3、8-2 〇一般廃棄物収集運搬事業 533,238 クリーンライフ課

まちづくり方針3 3-3、8-2 〇不燃物処理事業 217,294 クリーンライフ課

まちづくり方針3 1-3 ○排水ポンプ場維持管理事業 220,105 道路河川課



まちづくり方針3 1-3 ○水路整備事業 62,195 道路河川課

まちづくり方針3 1-3 ○水路改修事業 172,400 道路河川課

まちづくり方針3 1-3 ○雨水排水対策事業 500 道路河川課

まちづくり方針3 1-3 ○大場川下流排水機場ポンプ増強事業 230,000 道路河川課

まちづくり方針3 1-3 ○河川・水路管理事務事業 505 道路河川課

まちづくり方針3 1-3 ○下第二大場川改修事業 132,500 道路河川課

まちづくり方針3 1-3 ○公共下水道汚水整備事業 2,231,050 下水道課

まちづくり方針3 1-3 ○下水道事業計画に関する事務事業 0 下水道課

まちづくり方針3 1-3 ○下水道管路・ポンプ維持管理事業 1,229,800 下水道課

まちづくり方針3 3-3 ○一般廃棄物収集運搬事業 クリーンライフ課

まちづくり方針3 3-3 ○不燃物処理事業 クリーンライフ課

まちづくり方針3 5-4 〇不燃物処理場整備事業 11,760 クリーンライフ課

まちづくり方針3 1-3 〇合併処理浄化槽転換整備事業 27,454 クリーンライフ課

まちづくり方針3 1-4 〇緑道等維持管理事業 44,795 みどり公園課

まちづくり方針3 1-2 〇生産緑地地区管理事業 288 みどり公園課

まちづくり方針3 1-4 ○街路樹等維持管理事業 43,143 道路河川課

まちづくり方針4 1-1 ○橋りょう維持事業 206,000 道路河川課

まちづくり方針4

1-1、1-2、1-6、2-

2、7-1、7-2、7-5、

8-1

〇道づくり推進事業 6,686 道路河川課

まちづくり方針4 7-1 ○道水路除草事業 29,200 道路河川課

まちづくり方針4 2-6、8-1 ○道路維持修繕事業 71,298 道路河川課

まちづくり方針4 2-6、8-1 〇都市計画道路維持管理事業 20,122 道路河川課

まちづくり方針4 3-4、7-1、7-2 ○道路改良事業 121,900 道路河川課

まちづくり方針4 3-4、7-1、7-2 ○道路維持修繕事業 道路河川課

まちづくり方針4 3-4、7-1、7-2 ○歩道整備事業 35,000 道路河川課

まちづくり方針4 3-4、7-1、7-2 〇都市計画道路新和高須線整備事業 95,800 道路河川課

まちづくり方針4 3-4、7-1、7-2 〇都市計画道路駒形線整備事業 162,540 道路河川課

まちづくり方針4 7-3、8-1 ○排水機場維持管理事業 220,105 道路河川課

まちづくり方針4 7-3、8-1 ○水路維持管理事業 48,150 道路河川課

まちづくり方針4 1-7 ○雨水貯留浸透施設設置促進事業 500 道路河川課

まちづくり方針4 5-3
○浄配水場施設整備事業（施設維持管

理）
156,367 施設課

まちづくり方針4 5-4 ○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 下水道課

まちづくり方針4 7-2 〇下水道施設ストックマネジメント事業 45,000 下水道課

まちづくり方針4 7-2
〇下水道総合地震対策計画に基づく事業

（下水道管路・ポンプ場維持管理事業）
下水道課

まちづくり方針4 5-1 ○災害備蓄品整備事業 危機管理防災課

まちづくり方針4 2-2,3-4 ○江戸川交流拠点活用事業 3,015 企画調整課

まちづくり方針4 5-3,7-2 ○配水管整備事業 施設課

まちづくり方針4 4-3,5-1,5-2,5-4
○地域拠点基盤整備（フルインター化）

事業
258,000 地域拠点整備推進課

まちづくり方針4 1-7,5-1,9-2 ○南部地域拠点整備事業 47,100 地域拠点整備推進課

まちづくり方針4 1-2,5-2,7-1 〇都市公園等整備事業 85,166 みどり公園課

まちづくり方針4 1-1,1-4,5-2 〇都市公園等維持管理事業 198,053 みどり公園課

まちづくり方針4 1-2、1-3、7-1 〇土地区画整理支援事業 160,300 まちづくり事業課

まちづくり方針４ 1-1、1-2 〇住宅施策推進事業 6,374 都市デザイン課

まちづくり方針４

1-1、1-2、1-6、2-

2、2-6、3-4、7-1、

7-2、7-5、8-1

〇都市計画道路決定事業 5,670 都市デザイン課

まちづくり方針４ 1-4 〇公共交通政策推進事業 58,654 都市デザイン課

まちづくり方針5 6-1 ○事業継続計画（BCP）策定支援事業 70 商工観光課



まちづくり方針5 2-1 〇自治振興交付金交付事業 37,240 市民活動支援課

まちづくり方針5 1-4 ○公共交通政策推進事業 都市デザイン課

まちづくり方針5 6-2 ○中小企業事業資金融資事業 197,950 商工観光課

まちづくり方針6 1-1 〇郷土資料館運営管理事業 3,811 生涯学習課

まちづくり方針6 1-1 〇公民館運営管理事業 3,232 生涯学習課

まちづくり方針6 1-1 〇青少年ホーム管理事業 6,276 青少年課

まちづくり方針6 1-1 〇図書館施設管理業務 56,250 日本一の読書のまち推進課

まちづくり方針6 2-4、3-2、4-2、5-1 ○地域防災推進事業 危機管理防災課

まちづくり方針6 5-1 ○消防救急活動広報事業 477 消防署

まちづくり方針6 8-5 ○文化財調査・保護事業 2,410 生涯学習課

まちづくり方針6 8-5 ○市史編さん事務事業 2,015 生涯学習課

まちづくり方針6 8-5 ○史料整理・保存事業 84 生涯学習課

まちづくり方針7 1-3、1-7、2-2、2-3 ○指定管理者による児童館施設運営事業 子ども支援課

まちづくり方針7 1-3、1-7、2-2、2-3 ○児童館運営事業 子ども支援課

まちづくり方針7 1-3、1-7、2-2、2-3 ○しいのみ学園運営事業 子ども支援課

まちづくり方針7 2-3 〇ワークセンターしいの木運営事業 9,336 障がい福祉課

まちづくり方針7 2-3 〇さつき学園運営事業 15,190 障がい福祉課

まちづくり方針7 7-2 ○避難行動要支援者支援事業 4,508 ふくし総合支援課

まちづくり方針7 1-3、1-7 ○老人福祉センター等管理運営事業 124,846 長寿いきがい課

まちづくり方針7
1-3、1-7、2-2、2-

31-6、1-7、2-2、2-3
〇保育所運営管理事務事業 すこやか課

経営方針１～３ 1-1 ○公共施設維持管理計画事業 484 市有財産管理課

経営方針１～３ 1-1、3-1、5-1 〇下水道施設ストックマネジメント事業 下水道課

経営方針１～３ 1-1、3-1、5-1 ○排水ポンプ場維持管理事業 道路河川課

経営方針１～３ 4-2 ○行政改革推進事業 0 企画調整課

経営方針１～３ 4-2 ○東南部都市連絡調整会議事業 8,481 企画調整課

経営方針１～３ 4-3 ○地域防災計画改訂事業 0 危機管理防災課

経営方針１～３ 9-2 ○総合計画等進捗管理事業 425 企画調整課

概算事業費合計 10,383,929

：重複している事業


