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第一章 適正な土地利用の実現 

第一節 適正な土地利用の実現 

61001 地域特性等に応じた土地利用の推進 
 都市計画に関する情報の管理・提供 都市計画課 
 都市計画に関する総合調整 都市計画課 
 都市計画の見直し（決定・変更）事務 都市計画課 

★ 都市計画図等の作成・管理事務 都市計画課 
 都市計画施設に関する建築規制 都市計画課 
 区域区分等に関する都市計画の見直し 都市計画課 
 生産緑地事務 公園緑地課 

 

61002 適正な規制・誘導施策の推進・運用 
 開発行為等の紛争に係る調停 都市計画課 
 各種届出の受理及び指導業務 建築住宅課 
 審査会及び審議会に関する業務 建築住宅課 
 長期優良住宅等の認定業務 建築住宅課 
 建築に関する指導および審査業務 建築住宅課 
 建築基準法に基づく許可及び認定業務 建築住宅課 
 道路の指定に関する業務 建築住宅課 
 違反建築物の処置業務 建築住宅課 
 民間確認検査機関報告書の事務処理業務 建築住宅課 
 墓地許認可事務 公園緑地課 
 公有地の拡大の推進に関する法律に係る事務 市街地整備課 
 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書に係る事務 市街地整備課 
 違反宅地開発事業是正指導事務 市街地整備課 
 都市計画法施行規則第６０条に基づく建築証明事務 市街地整備課 
 都市計画法第２９条に基づく開発行為許可事務 市街地整備課 
 都市計画法第３２条に基づく開発行為事前協議事務 市街地整備課 
 都市計画法第４３条に基づく建築許可事務 市街地整備課 
 農地利用の適正化 農業委員会事務局 
 農地法３条・４条・５条の許可及び４条・５条の届出 農業委員会事務局 
 農業委員会の運営管理 農業委員会事務局 

 

61003 地区の特性をいかした良好な市街地整備の推進 
 地区計画の推進 都市計画課 
 地区計画条例及び建築協定認可に関する業務 建築住宅課 
 布佐駅南側の都市基盤整備 市街地整備課 
 土地区画整理事業の業務全般 市街地整備課 

★ 我孫子駅前土地区画整理事業の推進 市街地整備課 
 我孫子駅北口土地区画整理事業の推進 市街地整備課 
 布佐東部地区の復旧・復興対策（東日本大震災復興事業） 市街地整備課 
 まちづくり事業の業務全般 市街地整備課 
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事業概要 

 ● 都市計画図等の作成・管理事務（6100１） 
常に最新の都市計画情報を市民・事業者へ提供するため、都市計画基本図の修正、都市計画閲覧システム
を導入する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・都市計画基本図修正委託 

・都市計画閲覧システム導入委託 
 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
都市計画基本図の修正及び都市計画閲覧システムを導入する。 

◇指標・現況値・目標値 システム導入の進捗率：100％ 

都市計画課 

 

 ● 我孫子駅前土地区画整理事業の推進（61003） 
我孫子駅南側１４．５ｈａの土地区画整理事業の事業完了に向け、事業計画の変更と換地処分等を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・事業計画変更 
・換地計画作成 
・換地処分通知等 

・換地処分公告 
・区画整理登記 
・清算金業務 

 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
換地処分、区画整理登記を行い、清算金業務を除いて事業の収束を図る。 

◇指標・現況値・目標値 使用収益を開始した宅地の面積：102,656 ㎡（H29）→103,379 ㎡（H30） 

市街地整備課 
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第二章 良好な住環境を支える生活基盤の整備 

第一節 公園・緑地の整備・充実 

62101 公園の整備・充実と適切な維持管理 
 緑の基本計画の進行管理 公園緑地課 
 市民の森維持管理 公園緑地課 

★ 気象台記念公園の整備 公園緑地課 
★ 公園のバリアフリー化推進 公園緑地課 
★ 公園施設維持管理 公園緑地課 
★ 公園維持管理 公園緑地課 

 公園許可事務 公園緑地課 
 公園の整備 公園緑地課 

 

62102 市民の自主的な活動への支援 
 市民手づくり公園事業 公園緑地課 
 公園清掃（自治会委託） 公園緑地課 

 

 

事業概要 

 ● 気象台記念公園の整備（62101） 
気象台記念公園の樹木管理として、剪定を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・剪定業務委託 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
樹林地の樹木剪定を行う。 

◇指標・現況値・目標値 樹木剪定の進捗率：40％（H29）→80％（H32（2020 年）） 

公園緑地課 
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 ● 公園のバリアフリー化推進（62101） 
公園のバリアフリー整備を行う。３０年度は、天王台西公園の園路やトイレなどの整備を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・整備工事 
・資材価格調査業務委託 

・同左  

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
市民が安全・安心に公園を利用できるよう、バリアフリー化工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

公園緑地課 
 

 ● 公園施設維持管理（62101） 
公園・緑地の遊具・施設について、危険性の高いものから計画的に修繕・更新工事を行うことにより、適
正な維持管理を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・遊具・施設の修繕・更新工事 

・公園手摺設置工事 
・階段改修工事 
・手賀沼公園再整備工事（バリア
フリー化） 

・遊具・施設の修繕・更新工事 
 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
安全・安心に公園施設を利用できるよう、修繕・工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 修繕・工事の進捗率：100％ 

公園緑地課 
 

 ● 公園維持管理（62101） 
安全・安心な公園とするため、病害樹木を順次伐採等し、適正な維持管理を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・溝腐病樹木伐採委託 
・病害樹木伐採委託 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
根戸船戸緑地及び五本松公園の病害樹木の伐採を行う。 

◇指標・現況値・目標値 樹木剪定の進捗率：40％（Ｈ29）→80％（H32（2020 年）） 

公園緑地課 
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第二節 下水道整備の推進 

62201 下水道施設の整備と維持管理 
 社会資本総合整備計画の推進 下水道課 
 排水設備の審査及び竣工検査 下水道課 
 汚水中継ポンプ場維持管理 下水道課 
 汚水管渠維持管理事業 下水道課 

★ 総合地震対策事業 下水道課 
★ 湖北駅北口西側地区の整備 下水道課 
★ 下ヶ戸西側地区の整備 下水道課 
★ 青山地区の流域下水道への接続事業 下水道課 
★ 布佐駅東側地区の整備 下水度課 
★ つくし野４丁目地区の整備 下水道課 
★ 湖北駅北口東側地区の整備 下水道課 

 高野山地区の整備 下水道課 
 下ヶ戸北側地区の整備 下水道課 

★ 下水道ストックマネジメント事業（汚水） 下水道課 
 久寺家汚水中継ポンプ場の圧送管閉塞事業 下水道課 

★ 久寺家１・２丁目地区不明水対策事業 下水道課 
★ 新木野４丁目地区不明水対策事業 下水道課 
★ 久寺家１・２丁目地区の整備 下水道課 

 

62202 下水道事業の健全経営の確保 
 水洗化の普及促進 下水道課 
 下水道排水設備指定工事店申請業務 下水道課 
 健全経営を優先した下水道計画の確立 下水道課 
 開発行為協議・区域外流入協議 下水道課 
 下水道事業受益者負担金の賦課徴収 下水道課 
 下水道使用料の賦課徴収業務 下水道課 
 予算・決算業務による経営分析 下水道課 
 公共下水道事業供用開始 下水道課 
 流域下水道建設負担金の調整協議 下水道課 
 流域下水道維持管理負担金の調整協議 下水道課 
 消費税及び地方消費税の申告・納税 下水道課 

★ 地方公営企業法適用化事業 下水道課 
 下水道事業経営戦略策定事業 下水道課 
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事業概要 

 ● 総合地震対策事業（62201） 
下水道総合地震対策整備計画に基づき、マンホール浮上防止対策を行う。また、「下水道総合地震対策計
画」の次期計画を策定し、避難所へのマンホールトイレを順次、整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇マンホール浮上防止 
・耐震工事 
・舗装復旧工事 
・附帯工事 
・資材価格等調査委託 
◇総合地震計画策定業務委託 

◇マンホール浮上防止・マンホー
ルトイレ設置 
・実施設計委託 

◇マンホール浮上防止 
・耐震工事 
・附帯工事 
・資材価格等調査業務委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
下水道総合地震対策整備計画に基づき、整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 計画に基づく整備率：0％（H30）→25％（H32（2020 年）） 

下水道課 
 

 ● 湖北駅北口西側地区の整備（62201） 
湖北駅北口西側地区の公共下水道管布設工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・下水道管布設工事 
・舗装復旧工事 
・附帯工事 
・水道切廻し工事 
・ガス管移設補償 

・下水道管布設工事 
・舗装復旧工事 
・附帯工事 

・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
当該地区の年次整備計画に基づき、下水道の整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 公共下水道管渠布設の延長：1,043ｍ（H29）→1,781ｍ（H32（2020 年）） 

下水道課 
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 ● 下ヶ戸西側地区の整備（62201） 
下ヶ戸西側地区（区画整理地区）の公共下水道管布設工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・下水道管布設工事 
・附帯工事 
・舗装復旧工事 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
当該地区の年次整備計画に基づき、下水道の整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 公共下水道管渠布設の延長：709ｍ（H29）→1,786ｍ（H32（2020 年）） 

下水道課 
 

 ● 青山地区の流域下水道への接続事業（62201） 
青山汚水中継ポンプ場の廃止に伴い、圧送管及び流入管の閉塞を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・圧送管、流入管閉塞実施設計委

託 
・圧送管、流入管閉塞工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
圧送管及び流入管閉塞工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 圧送管、流入管閉塞の距離：0ｍ（H29）→890ｍ（H32（2020 年）） 

下水道課 
 

 ● 布佐駅東側地区の整備（62201） 
布佐駅東側地区の公共下水道管布設工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・実施設計委託 ・下水道管布設工事 

・附帯工事 
・下水道管布設工事 
・附帯工事 
・舗装復旧工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
当該地区の年次整備計画に基づき、下水道の整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 公共下水道管渠布設の延長：0ｍ（H29）→267ｍ（H32（2020 年）） 

下水道課 
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 ● つくし野４丁目地区の整備（62201） 
つくし野４丁目地区の公共下水道管布設工事に伴う舗装復旧工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・舗装復旧工事 
・附帯工事 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
当該地区の年次整備計画に基づき、下水道の整備に伴う舗装復旧工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 舗装復旧面積：0㎡（H29）→670 ㎡（H30） 

下水道課 
 

 ● 湖北駅北口東側地区の整備（62201） 
湖北駅北口東側地区の公共下水道管布設工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・下水道管布設工事 
・附帯工事 

・下水道管布設工事 
・附帯工事 
・舗装復旧工事 

・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
当該地区の年次整備計画に基づき、下水道の整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 管渠布設の延長：294ｍ（H29）→1,008ｍ（H32（2020 年）） 

下水道課 
 

 ● 下水道ストックマネジメント事業（汚水）（62201） 
ストックマネジメントに基づく予防保全型の施設管理を実現するため、点検・調査計画や改築・修繕計画
を策定し、適切な維持管理を行う。 
 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇計画策定（汚水） 
・施設情報の収集・整理業務委託
（下水道台帳のデータ化） 

◇計画策定（汚水） 
・基本計画策定委託 

◇基本計画に基づく点検・調査（汚
水） 
・点検・調査委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
ストックマネジメントの基本計画に基づき、点検・調査を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 計画に基づく点検・調査の進捗率：100％ 

下水道課 

 

  



          
都市 

基盤 
    

 

81 

 

 ● 久寺家１・２丁目地区不明水対策事業（62201） 
大雨時に下水道マンホールから溢水する原因を把握するため、調査及び補修工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・不明水詳細調査解析業務委託 ・同左 ・補修工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
当該地区の詳細調査、対策方法の検討結果に基づき、補修工事を行う。 

◇指標・現況値・目標値 詳細調査に基づく整備率：0％（H29）→25％（H32（2020 年）） 

下水道課 
 

 ● 新木野４丁目地区不明水対策事業（62201） 
大雨時に下水道マンホールから溢水する原因を把握するため、調査及び補修工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・不明水実態調査解析業務委託 ・不明水詳細調査解析業務委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
当該地区の不明水詳細調査解析業務を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 実態調査解析の進捗率：100％（H32（2020 年）） 

下水道課 
 

 ● 久寺家１・２丁目地区の整備（62201） 
久寺家１・２丁目地区の下水道整備を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・基本設計委託 ・実施設計委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
当該地区の年次整備計画に基づき、下水道の整備に関する実施設計を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 実施設計の進捗率：100％ 

下水道課 
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 ● 地方公営企業法適用化事業（62202） 
地方公営企業法適用化基本計画に基づき、地方公営企業法適用化移行業務を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
【継続費Ｈ29～Ｈ31】 
◇公営企業会計化 
・研修負担金 
・研修旅費 
◇公営企業会計システム整備 
・業者選定・システム構築 

【継続費Ｈ29～Ｈ31】 
◇公営企業会計化 
・システム購入 
・公営企業会計システム保守委託 

 

   ◇実施計画期間内（平成 3１年度）の達成目標 
地方公営企業法適用化に係る移行業務を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 移行業務の進捗率：100％ 

下水道課 
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第三節 上水道の安定供給 

62301 安全な水の安定供給と環境負荷低減に向けた取り組み 
 専用水道・簡易専用水道・小規模水道の管理等指導事業 健康づくり支援課 
 貯水槽水道の衛生管理指導 経営課 
 指定給水装置工事事業者の審査 経営課 
 給水装置工事管理 経営課 
 量水器取替・修繕業務 経営課 
 直結・増圧給水の普及促進 経営課 
 給水装置の維持管理 経営課 
 漏水防止対策事業 経営課 
 応急給水体制の充実 経営課 
 浄水場施設の更新業務 工務課 
 浄水場系包括委託業務 工務課 
 経年劣化水道管路の更新改良・耐震化 工務課 
 水質管理業務 工務課 
 配水管路自己施行工事の指導・検査 工務課 
 配水管路の新設・拡張整備 工務課 
 水道管路施設維持修繕 工務課 
 管路情報管理システム運用 工務課 
 耐震型緊急用貯水槽の整備 工務課 
 浄水場施設の維持管理業務 工務課 
 基幹水道管路の更新改良・耐震化 工務課 
 適正な取受配水管理 工務課 

 

62302 経営基盤の強化と利用者サービスの充実 
 契約事務 経営課 
 出納管理 経営課 
 広報活動推進 経営課 
 料金の調定・徴収・収納 経営課 
 水道事業計画の進行管理 経営課 
 庁舎維持管理 経営課 
 組織・人事管理 経営課 
 資金管理 経営課 
 貯蔵品管理 経営課 
 職員研修の推進 経営課 
 料金・給水・会計業務等包括委託 経営課 
 法務事務 経営課 
 公用車管理 経営課 
 財産管理 経営課 
 予算編成 経営課 
 決算調整 経営課 
 滞納整理及び給水停止処分 経営課 
 料金・給水・会計業務等包括委託（料金・給水業務） 経営課 
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第四節 都市排水施設の整備・充実 

62401 計画的な雨水排水施設等の整備と維持管理 
★ 布施地区の排水施設整備 道路課 
★ 布佐排水区の整備 治水課 
★ 根戸排水区の整備 治水課 
★ 若松第１～第５排水区の整備 治水課 

 市内ポンプ施設の点検 治水課 
 排水施設堆積物撤去業務 治水課 
 排水施設の草刈業務 治水課 
 法定外公共物（水路）の管理 治水課 
 管理用地境界の確定業務 治水課 

★ 排水施設維持補修工事 治水課 
 金谷排水機場ポンプの点検 治水課 

★ 関東排水区の整備（我孫子駅北口浸水対策事業） 治水課 
 緊急浸水対策事業 治水課 

★ 天王台地区の整備（天王台 6 丁目地区浸水対策事業） 治水課 
★ 柴崎排水区の整備（後田樋管整備事業） 治水課 
★ 柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業） 治水課 
★ 雨水排水施設台帳の整備 治水課 
★ 下水道ストックマネジメント事業（雨水） 治水課 

62402 雨水貯留タンク・浸透施設の普及促進 
 開発等への雨水流出抑制指導 治水課 
 雨水貯留タンクの設置補助 治水課 
 雨水浸透施設の普及促進 治水課 
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事業概要 

 ● 布施地区の排水施設整備（62401） 
布施根耕地区の民地内への生活排水の流入を防ぐため、雨水管の布設工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・雨水管布設工事   

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
生活排水流入を解消するため、排水施設整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 排水施設整備の進捗率：100% 

道路課 
 

 ● 布佐排水区の整備（62401） 
布佐ポンプ場に雨水排水を円滑に排水するため、雨水幹線を整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・雨水幹線工事 
・付帯工事 
・設計単価特別調査委託 
・家屋事前調査委託 
・支障物移設工事（水道） 
・支障物移設補償（ガス・東電） 

・雨水幹線工事 
・付帯工事 
・設計単価特別調査委託 
・家屋事前調査委託 
・家屋事後調査委託 
・家屋補償算定委託 
・家屋補償 
・支障物移設工事（水道） 
・支障物移設補償（ガス・東電） 

・雨水幹線工事 
・付帯工事 
・設計単価特別調査委託 
・家屋事前調査委託 
・家屋事後調査委託 
・家屋補償算定委託 
・家屋補償 
・支障物移設工事（水道・汚水） 
・支障物移設補償（ガス・東電） 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
雨水幹線の１工区、２工区及び３工区の工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 雨水管整備の進捗率：0％（H29）→14％（H32（2020 年）） 

治水課 
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 ● 根戸排水区の整備（62401） 
自然形態的な遊水地として利用するために、借地している出水被害地でもある耕作地に、洪水調整機能を
有する排水施設を整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・既存資料の整理・検討 
・柏市との協議 
・基礎調査業務委託 

・用地取得 
・不動産鑑定手数料 
・測量・分筆登記手数料 

・前年度の状況を踏まえ対応 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
暫定排水施設を整備する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：100％ 

治水課 
 

 

 

● 若松第１～５排水区の整備（62401） 
若松地区の浸水被害を軽減させるため、雨水排水施設を整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇3-2、3-3 工区 
・道路復旧工事 
・家屋事後調査委託 
・家屋補償算定委託 
・家屋補償 
◇3-3 工区 
・道路排水改修工事 
◇4-1 工区 
・バイパス管工事 
・付帯工事 
◇4-2 工区 
・支障物移設工事（下水） 
◇4-1、4-2 工区 
・家屋事前調査委託 
◇支障物移設工事（水道） 
◇支障移設補償（ガス・東電） 
◇設計単価特別調査委託 

◇3-4 工区 
・バイパス管工事 
・付帯工事 
・家屋事前調査委託 
◇4-1 工区 
・家屋事後調査委託 
・家屋補償算定委託 
・家屋補償 
◇4-2 工区 
・バイパス管工事 
・付帯工事 
◇設計単価特別調査委託 

◇3-4、4-2 工区 
・道路復旧工事 
・家屋事後調査委託 
・家屋補償算定委託 
・家屋補償 
◇4-3 工区 
・バイパス管工事 
・付帯工事 
・家屋事前調査委託 
◇4-4 工区 
・支障物移設工事（下水） 
・家屋事前調査委託 
◇設計単価特別調査委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
雨水管の布設工事を進める。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：32％（H29）→85％（H32（2020 年）） 

治水課 
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 ● 排水施設維持補修工事（62401） 
排水施設が老朽化しているため、中峠幹線の改修工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・中峠幹線改修工事（２工区） 
・支障物移設補償 

・中峠幹線改修工事（３工区） ・中峠幹線改修工事（４工区） 
 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
中峠幹線改修工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：25％（H29）→100％（H32（2020 年）） 

治水課 
 

 ● 関東排水区の整備（我孫子駅北口浸水対策事業）（62401） 
関東幹線の整備完了に伴う、家屋事後調査を行い、周辺家屋への被害の確認及び家屋補償を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・家屋事後調査委託 
・家屋補償算定委託 
・家屋補償 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
調整池関連工事の完了に伴い、家屋補償業務を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 業務の進捗率：100％ 

治水課 
 

 ● 天王台地区の整備（天王台６丁目地区浸水対策事業）（62401） 
天王台６丁目地区の浸水被害を軽減させるため、雨水排水施設を整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・雨水管布設工事【継続費Ｈ30～Ｈ
31】 
・付帯工事 
・家屋事前調査委託 
・設計単価特別調査委託 
・支障物移転補償（ガス・東電） 

・雨水管布設工事【継続費Ｈ30～Ｈ
31】 
・付帯工事 

・道路復旧工事 
・公園復旧工事 
・家屋事後調査委託 
・家屋補償算定委託 
・家屋補償 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
雨水管整備工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

治水課 
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 ● 柴崎排水区の整備（後田樋管整備事業）（62401） 
柴崎地区の浸水被害を軽減させるため、最下流になる北新田堤外排水路改修と合わせ、後田樋管を築造す
る。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・樋管工事負担金（国交省）【継
続費Ｈ28～Ｈ30】 
・支障物移設補償（東電） 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
樋管工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：100％ 

治水課 
 

 ● 柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業）（62401） 
柴崎排水区の浸水被害を軽減させるため、雨水幹線を整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・雨水管布設工事（１工区）  
【継続費Ｈ29～Ｈ30】 
・付帯工事（１工区） 
・支障物移設補償 

・雨水管布設工事（２工区：１/
２） 
・付帯工事（２工区：１/２） 
・実施設計委託（４工区） 
・ＪＲ東日本実施設計負担金 
・設計単価特別調査委託 

・雨水管布設工事（２工区：２/
２） 
・付帯工事（２工区：２/２） 
・支障物移設工事（４工区） 
・用地取得 
・設計単価特別調査委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
雨水幹線の整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：3％（H29）→20％（H32（2020 年）） 

治水課 
 

 ● 雨水排水施設台帳の整備（62401） 
下水道事業公営企業会計への移行に伴い、下水道台帳管理システム・固定資産台帳システムが導入される
ことから、雨水排水施設についても市内の既存施設の調査を行い、雨水排水施設台帳システムを構築する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・雨水排水施設調査委託（湖北地
区） 

・雨水排水施設調査委託（新木・
布佐地区） 

・台帳システム導入委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
雨水排水施設台帳システムを構築する。 

◇指標・現況値・目標値 システム構築の進捗率：36％（H29）→100％（H32（2020 年）） 

治水課 
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 ● 下水道ストックマネジメント事業（雨水）（62401） 
ストックマネジメントに基づく予防保全型の施設管理を実現するため、点検・調査計画や改築・修繕計画
を策定し、ストックマネジメントの精度向上を図る。 
 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・計画策定調査委託（雨水） ・計画策定委託（雨水） ・計画に基づく点検・調査委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
ストックマネジメントの基本計画に基づき、点検・調査を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 点検・調査の進捗率：100％ 

治水課 
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第三章 総合的な交通環境の整備 

第一節 幹線道路網の整備 

63101 幹線道路網の見直し 
 幹線道路網に関する調査・検討 都市計画課 

 

63102 幹線道路の整備・改良 
★ 手賀沼公園・久寺家線の整備 交通課 
★ 下ヶ戸・中里線外１線の整備 交通課 

 

事業概要 

 ● 手賀沼公園・久寺家線の整備（63102） 
都市計画道路手賀沼公園・久寺家線（全長１，２７０ｍ）のうち、未整備区間の延長５２０ｍの整備を行
う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・不動産鑑定・登記手数料 
・緑地樹木管理委託 
・物件調査委託 
・事業用地取得 
・物件移転補償  など 

・区画線整備 
・道路改良工事 
・付帯工事 

 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
手賀沼公園・久寺家線の整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：81％（H29）→100％（H31（2020 年）） 

交通課 
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 ● 下ヶ戸・中里線外１線の整備（63102） 
千葉県が進める都市計画道路根戸新田・布佐下線（３・５・１５号）の整備進捗に合わせて、都市計画道
路下ヶ戸・中里線（３・４・９号）の延長１１０ｍと、青山・日秀線（３・４・１０号）の延長５８０ｍ
を整備する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・不動産鑑定・登記手数料 
・物件調査委託 
・用地・路線測量業務委託 
・詳細設計委託 
・地質調査委託 
・代替地用地測量委託  
●債務負担行為設定 
  用地取得費 
  物件移転補償 
 （設定期間）Ｈ30～Ｈ35 

・不動産鑑定・登記手数料 
・物件調査委託 
・用地取得 
・物件移転補償 
・擁壁詳細設計委託 など 

・不動産鑑定・登記手数料 
・物件調査委託 
・用地取得 
・物件移転補償 など 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
事業計画年度内に整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：0％（H29）→30％（H32（2020 年）） 

交通課 

 

  



          
都市 

基盤 
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第二節 生活道路の整備 

63201 計画的な生活道路の整備 
 市道の認定、廃止及び用途廃止 道路課 
 市道２４－００３号線等（妻子原地先）の改良 道路課 
 開発行為の指導・道路用地の寄付帰属 道路課 
 道路に関する相談への対応 道路課 

★ 高野山新田交差点改良 道路課 
★ 市道２１－０３９号線（高野山地先）道路整備 道路課 
★ 中峠・古戸の道路整備 道路課 
★ 土谷津地区の道路整備 道路課 

 新木駅北口地区の道路整備 道路課 
★ 中里地区の道路整備 道路課 
★ 下新木踏切道の改良 交通課 

 狭あい道路（建築基準法第４２条第２項道路）の拡幅指導と支
援 建築住宅課 

 

63202 道路用地と道路施設の適切な管理・維持補修 
 道路用地の管理 道路課 
 放置車両の処理 道路課 
 法定外公共物管理 道路課 

★ 街路灯の新設及び維持管理 道路課 
★ 道路の維持補修 道路課 

 道路パトロール 道路課 
 道路台帳の修正 道路課 
 道路境界の査定 道路課 
 道路情報の提供（台帳、確定図の閲覧） 道路課 
 道路環境の維持（経常的経費） 道路課 

★ 道路の維持管理作業（土木センター） 道路課 
 道路管理瑕疵の処理（訟務） 道路課 
 我孫子北口タクシー待機場所管理 道路課 
 占用台帳システムの充実 道路課 
 車両制限の許可 道路課 

★ 道路占用の許可、調整 道路課 
 道路用地内における土木工事の施工許可 道路課 

★ 橋梁長寿命化修繕事業 道路課 
 

63203 道路空間の魅力化の推進 
 道路愛称の定着化 道路課 
 街路樹の維持管理事業 道路課 
 道路環境美化の活動支援（アダプトプログラム） 道路課 

 

  



          
都市 

基盤 
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事業概要 

 ● 高野山新田交差点改良（63201） 
交差点の安全性を確保するため信号機設置の要望を進めるとともに、交差点の適正な形状について検証し、
水生植物園入口付近の交差点改良を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・用地交渉 
・交差点協議 

・交差点検討 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
交差点の改良を行うための検討を進める。 

◇指標・現況値・目標値 交差点改良に向けた検討の進捗率：100% 

道路課 
 

 ● 市道２１－０３９号線（高野山地先）道路整備（63201） 
安全で円滑な通行を確保するため、市道２１－０３９号線の拡幅工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・地権者交渉 ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
地権者交渉を行い、事業への同意を得る。 

◇指標・現況値・目標値 工事に向けた地権者交渉の進捗率：100% 

道路課 

 

  



          
都市 
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 ● 中峠・古戸の道路整備（63201） 
中峠・古戸地区の防災面の強化と快適な住環境を確保するため、道路整備を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇古戸地区整備 
・不動産鑑定手数料 
・不動産登記手数料 
・物件移転補償算定委託 
・用地取得 
・物件移転補償 
・道路拡幅整備工事 

◇中峠地区整備 
・道路整備工事 
・道路境界測量 
・待避所用地賃借 

 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
中峠・古戸地区の道路整備工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

道路課 
 

 ● 土谷津地区の道路整備（63201） 
土谷津地区の安全な通行を確保し、円滑な通行を図るための道路整備を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・境界確定測量・現地測量委託 ・同左 ・道路詳細設計委託 

・路線測量委託 
・用地測量委託 
・整備負担金 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
土谷津地区の道路整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：100％ 

道路課 
 

 ● 中里地区の道路整備（63201） 
中里地区の消防施設整備予定地周辺における安全で円滑な通行確保のため、道路整備を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・現地測量委託 

・道路詳細設計委託 
・道路工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
中里地区の道路整備工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

道路課 
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 ● 下新木踏切道の改良（63201） 
下新木踏切道の拡幅用地を取得するとともに、延長２１０ｍの歩道整備を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・不動産鑑定・登記手数料 
・物件調査委託 
・用地取得 
・物件移転補償 
・電柱移設補償 
・買収用地仮設舗装工事 
・踏切交通安全対策改良工事 等 
●債務負担行為設定 
 ・用地取得費 
 ・物件移転補償 
 （設定期間）Ｈ26～Ｈ32 

・用地取得 
・物件移転補償 
・不動産鑑定 
・踏切改良工事 
・電柱移設補償 

・踏切交通安全対策改良工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
下新木踏切道の整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：28％（H29）→100％（H32（2020 年）） 

交通課 
 

 ● 街路灯の新設及び維持管理（63202） 
街路灯の不具合を補修するとともに、必要箇所に新規設置を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・四季の道街路灯修繕 
・四季の道街路灯設置工事 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 

四季の道において、新たに街路灯の設置を完了する。 

 

◇指標・現況値・目標値 四季の道街路灯の修繕・設置の進捗率：100% 

道路課 
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 ● 道路の維持補修（63202） 
舗装や路面排水施設等の維持補修を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・市道舗装修繕工事 
・市道空洞復旧工事 
・中峠地区道路擁壁修繕工事 

・市道舗装修繕工事 
・市道空洞調査委託 
・市道空洞復旧工事 

・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
道路の維持補修工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 当該年度の工事の進捗率：100% 

道路課 
 

 

 

● 道路の維持管理作業〈土木センター〉（63202） 
新クリーンセンターの整備に伴い、同敷地内にある土木センターを移転する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・土木センター移転準備 
 

・土木センター移転 
・既存土木センター撤去工事 
 

 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
土木センターを移転し、既存土木センターを撤去する。 

◇指標・現況値・目標値 土木センター移転の進捗率：100% 

道路課 
 

 ● 道路占用の許可、調整（63202） 
道路システムの移行業務を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・道路システム移行業務 
 

 
 

 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
道路占用システムの移行業務を行う。 

◇指標・現況値・目標値 システム移行の進捗率：100％ 

道路課 
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 ● 橋梁長寿命化修繕事業（63202） 
橋りょう長寿命化計画に基づき、市内１１９橋の損傷、劣化について定期点検を行い、計画的に修繕を行
う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・橋梁定期点検委託 
・修繕工事負担金（白山跨線人道
橋） 

・橋梁補修設計委託 
・橋梁補修設計委託（小暮橋） 
・橋梁補修工事 
・橋梁長寿命化計画策定委託 

・橋梁定期点検委託 
・橋梁補修設計委託（船戸跨線人

道橋） 
・橋梁点検負担金（白山跨線人道

橋） 
・橋梁補修工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
対象橋梁の定期点検・補修工事を進める。 

◇指標・現況値・目標値 対象橋梁の点検・補修工事の進捗率：100% 

道路課 
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第三節 徒歩・自転車環境の整備 

63301 徒歩・自転車交通の安全性・快適性の確保 
 バリアフリー歩道改良 道路課 
 我孫子隧道の歩道改修 道路課 
 駅前広場の再整備 道路課 

★ 白山跨線人道橋延伸整備及び信号機の設置 道路課 
 

63302 自転車駐車場の利用促進 
 自転車等駐車対策事業 交通課 

 

 

事業概要 

 ● 白山跨線人道橋延伸整備及び信号機の設置（63301） 
白山跨線人道橋前の国道３５６号に押しボタン式信号が設置されているが、歩道幅員が狭くカーブしてお
り、見通しが悪く危険であることから、地元住民と協議を行いながら白山跨線人道橋の延伸整備及び信号
機の設置を目指し、交渉を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・地権者交渉 ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
白山跨線人道橋の延伸と交差点改良に向けた地権者交渉を行う。 

◇指標・現況値・目標値 工事に向けた地権者交渉の進捗率：100% 

道路課 

 

  



          
都市 
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第四節 公共交通の利便性の向上 

63401 鉄道の輸送力の強化と利便性の向上 
★ 常磐線の利便性向上 企画課 

 成田線の輸送力強化と利便性向上 企画課 
 成田空港活用協議会への参画 企画課 

63402 バスの輸送力と利便性の向上 
 事業者等の送迎バスの空席を活用した外出応援事業 交通課 

★ 我孫子市地域公共交通協議会運営（市民バスの運行） 交通課 

 

63403 駅施設のバリアフリー化の推進 
★ 駅施設維持管理事業 交通課 

 各駅エレベータ・エスカレータ等の整備 交通課 
★ 駅構内バリアフリー施設等の整備・支援 交通課 

 

事業概要 

 ● 常磐線の利便性向上（6340１） 
天王台駅設置のため譲渡を予定していた市有地について、現状において市が利用している部分とＪＲ東日
本が利用している部分を分筆登記し、ＪＲ東日本が利用している部分については、譲渡を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・分筆登記手数料   

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
分筆登記を行い、ＪＲ東日本が利用している土地の譲渡を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 業務の進捗率：100％ 

企画課 
 

 ● 我孫子市地域公共交通協議会運営（市民バスの運行）（63402） 
誰もが安心・安全で快適に利用できる新たな公共交通の導入に向けて検討する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・シャトルバス運行開始に向けた
協議 

・同左 ・事業計画の策定 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
３・５・１５号線開通に合わせた新路線バスの事業計画を策定する。 

◇指標・現況値・目標値 計画策定の進捗率：100％ 

交通課 



          
都市 
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 ● 駅施設維持管理事業（63403） 
駅のエレベータ・エスカレータや自由通路の安全性及び快適性を高めるため、効果的な維持管理を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇湖北駅 
・北口エスカレータ修繕 
・ホーム屋根等整備負担金（自由
通路修繕含む） 
・自由通路防犯カメラ使用料 
◇布佐駅 
・照明器具修繕 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
対象駅施設の改修を行う。 

◇指標・現況値・目標値 施設の改修率：100％ 

交通課 
 

 ● 駅構内バリアフリー施設等の整備・支援（63403） 
駅を利用する多くの市民の利便性及び安全性の向上を図るため、ＪＲ東日本が実施する駅構内のバリアフ
リー化・安全対策を支援する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・我孫子駅構内エレベータ等設置
基本設計負担金 

・我孫子駅構内エレベータ設置実
施設計負担金 

・我孫子駅構内エレベータ設置工
事負担金 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
ＪＲ東日本が実施する我孫子駅構内エレベータの整備を支援する。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：0％（Ｈ29）→35％（H32（2020 年）） 

交通課 



          
都市 

基盤 
    

 

101 

 

第五節 交通安全 

63501 交通安全の啓発 
 交通安全思想の普及 市民安全課 
 交通安全指導員の配置 市民安全課 

 

63502 安全な交通環境の整備 
 交通安全施設整備 道路課 
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第四章 良質な住宅供給の促進 

第一節 良質な住宅供給の促進 

64001 市営住宅の改善と効率的な供給 
 市営住宅使用料調定及び徴収事務 建築住宅課 

★ 市営住宅入居者管理業務 建築住宅課 
 市営住宅維持管理点検業務 建築住宅課 

★ 市営住宅の維持補修 建築住宅課 
 市営住宅東我孫子電波障害対策用電柱共架施設の撤去 建築住宅課 

 

64002 住宅支援策の充実 
 マンション管理に関する支援事業 建築住宅課 

★ 住宅・不動産相談及び住宅情報提供業務 建築住宅課 
 我孫子市増改築等工事施工業者紹介制度 建築住宅課 

★ 災害支援補助事業（震災対応） 建築住宅課 
 住宅リフォーム補助事業 建築住宅課 

★ 若い世代の住宅取得支援 建築住宅課 
 

事業概要 

 ● 市営住宅入居者管理業務（64001） 
パソコンの入替に伴い、公営住宅管理システムを新たなパソコンに移行する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・システム設定委託   

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
公営住宅管理システムが使用できるパソコンにシステムを移行する。 

◇指標・現況値・目標値 システム移行の進捗率：100％ 

建築住宅課 
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 ● 市営住宅の維持補修（64001） 
市営住宅の良質化や安全性の向上を図るため、老朽施設の改修、バリアフリー化などを計画的に行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇小暮団地４・５号棟 
・棟改修工事 
・工事監理委託 
◇北原団地 
・改修工事設計委託 

◇北原団地 
・改修工事 
・工事監理委託 
 

 

   ◇実施計画期間内（平成３１年度）の達成目標 
入居者が快適で安心して暮らせるよう、計画的に市営住宅を改修する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：83％（H29）→100%（H31） 

建築住宅課 
 

 ● 住宅・不動産相談及び住宅情報提供業務（6400２） 
空き家バンク等を活用し、空き家等の流通促進や活用支援などの相談を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇空き家バンク設立 
・印刷製本費（周知用カラーチラ
シ及び周知ポスター） 
・消耗品費（キー保管ボックス） 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
空き家バンク制度を周知し、市内の空き家等の流通を推進する。 

◇指標・現況値・目標値 空き家バンク登録物件数：0 件（H29）→5 件（H30） 

建築住宅課 
 

 ● 災害支援補助事業（震災対応）（64002） 
東日本大震災により被害を受けた市民が講じた液状化対策に対し、補助金を交付する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・液状化対策補助金（１０件） ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
東日本大震災により被害を受けた市民への建築物等の再建支援を進める。 

◇指標・現況値・目標値 申請に対する補助金の交付率：100％ 

建築住宅課 
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 ● 若い世代の住宅取得支援（64002） 
若い世代や子育て世代の住宅取得に対する補助を行い、若い世代の市内での定住化を促進する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・住宅取得補助 
・印刷製本費（周知用カラーチラ
シ作成） 

・前年度の状況を踏まえ、実施内
容を検討 

・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
若い世代や子育て世代の住宅取得に対する補助を行い、若い世代の市内での定住化を促進する。 

◇指標・現況値・目標値 補助申請件数：305 件（H29）→363 件（H32（2020 年）） 

建築住宅課 
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第五章 魅力あるまち並みの実現 

第一節 魅力あるまち並みの実現 

65001 誇りと愛着を感じさせる魅力あるまち並みの保全・育成 
 景観ポイント整備・誘導 都市計画課 
 景観形成情報発信・啓発事業 都市計画課 

 

65002 地区の個性をいかし、調和のとれた優れた景観の創出 
 屋外広告物の許可申請事務 都市計画課 
 景観計画区域内行為の景観誘導 都市計画課 
 公共事業における景観誘導 都市計画課 

 

 

  


