
重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

佐土原町住宅団地

法面改修事業

企画財政部

〈資産経営課〉

40,600

佐土原町域に造成した住宅団地内の住宅法面が老朽化していることから、改

修工事を行います。

ＴＶ受信障害解消

事業

総務部

〈情報政策課〉

8,475

自然の地形等が原因となっているテレビ放送難視聴地域において、安定した

テレビ受信を実現するため、老朽化して更新が必要なテレビ共同受信施設を管

理する組合に対して、施設更新事業費の一部を助成します。

○平成31年度補助対象組合

・宮本テレビ共同受信施設組合

・川原田テレビ共同受信施設組合

・浜子テレビ共同受信施設組合

大規模災害時備蓄品

整備事業

総務部

〈危機管理課〉

9,000

(8,800)

災害時の避難者等を支援するため、南海トラフ巨大地震を想定した「宮崎市

備蓄基本計画」に基づき、非常食や飲料水などの備蓄を行います。

小規模給水施設運営

支援事業

地域振興部

〈生活安全課〉

2,651

(2,243)

宮崎 1,906

清武 745

小規模給水施設を管理している組合が、安定的に飲料水を供給できるように

するため、維持管理費の一部を助成し、地区住民の安全・安心な日常生活の維

持に寄与します。

○対象施設

・田野町域及び清武町域の小規模給水施設：各1か所

○主な事業内容

・給水施設の維持管理費の一部補助

小規模給水施設運搬

給水事業

地域振興部

〈生活安全課〉

9,260

(9,500)

上水道に統合できない田野町域の小規模給水施設に、安定的に飲料水を供給

するため、給水車による運搬給水を行うことにより、地区住民の安全・安心な

日常生活の維持に寄与します。

○対象施設

・田野町域の小規模給水施設：2か所

○主な事業内容

・給水施設への給水車による運搬給水

○新
黒草・灰ヶ野地区

旧簡易水道施設

解体工事負担金

地域振興部

〈生活安全課〉

12,910

合併以前に用途廃止された旧簡易水道施設を解体撤去するため、上下水道局

に解体工事を依頼し、その費用を負担します。

○対象施設

・黒草・灰ヶ野地区旧簡易水道施設

○主な事業内容

・施設の解体工事

平成31年度整備数 備蓄目標数

非常食(ソフトパン等) 21,000食 105,000食

飲料水(500mlペットボトル) 17,616本 88,000本
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重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

合併処理浄化槽設置

補助事業(清武)

環境部

〈廃棄物対策課〉

【新市基本】

332

(332)

清武 332

生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、し尿と生活雑排水をあ

わせて処理する合併処理浄化槽を設置する者に対し、新築又は単独処理浄化槽

及びし尿汲取りからの転換の区分に応じ、設置費用の一部を助成します。

○補助の対象区域

・公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業排水区域及び公設合併処理浄

化槽処理区域を除く区域

○補助の概要

・浄化槽設置整備事業補助限度額

公設合併処理

浄化槽事業

環境部

〈廃棄物対策課〉

【公設浄化槽特会】

324,000

(293,000)

宮崎 306,574

清武 17,426

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、対象区域における設置申請

に基づき、公設合併処理浄化槽を整備し、維持管理を行います。

なお、平成29年度から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律(ＰＦＩ法)に基づく事業方式(事業期間10年間)へ移行し、

地元企業のノウハウを生かしたさらなる整備促進及び水質保全に努めてい

ます。

○主な事業内容

ＰＦＩ事業

その他

・浄化槽建設事業(7条検査手数料等) 2,980

うち清武 91 【新市基本】

・浄化槽管理事業(法定検査等) 47,684

○設置目標基数 10年間(Ｈ29～Ｈ38) 1,500基

人 槽 5人槽 7人槽 10人槽

区分
新築 166千円 207千円 274千円

転換 332千円 414千円 548千円

事業名 事業概要 事業費

浄化槽整備推進

事業(ＰＦＩ)

設置浄化槽の買取 200,075

うち清武 17,335 【新市基本】

浄化槽維持管理

事業(ＰＦＩ)

保守点検及び軽微

な修繕業務委託
31,530
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重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

急傾斜地崩壊対策

事業

建設部

〈土木課〉

佐土原総合支所

高岡総合支所

清武総合支所

〈農林建設課〉

122,070

(122,070)

宮崎 111,990

清武 10,080

高さ5ｍ以上の自然がけで、被害の予想される一定数の人家等がある急傾斜地

について、災害を未然に防止するため、自然災害防止急傾斜地崩壊対策事業に

より崩壊対策工事を行います。

また、急傾斜地単独事業により、事業が完了した箇所の適切な維持管理に取

り組むほか、県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対し、市負担金(事業費の

1/10)を支出します。

○宮崎 98,190

○佐土原 7,100

○高岡 6,700

○清武 10,080

地区名等 事業期間 事業概要 事業費

西山崎－１ Ｈ29～Ｈ33 Ｌ＝140ｍ Ｈ＝5～9ｍ 25,000

○新前川原－１ Ｈ31～Ｈ35 Ｌ＝100ｍ Ｈ＝14ｍ 24,000

急傾斜地単独事業 － 維持工事等 20,000

県営事業負担金 － 11地区 29,190

地区名等 事業期間 事業概要 事業費

北伊倉１－１ Ｈ31～Ｈ35 Ｌ＝100ｍ Ｈ＝12ｍ 7,000

急傾斜地単独事業 － ハザードマップ作成 100

地区名等 事業期間 事業概要 事業費

○新山口地区 Ｈ31～Ｈ34 L＝120ｍ H＝30ｍ 6,000

急傾斜地単独事業 － 維持工事等 700

地区名等 事業期間 事業概要 事業費

○新上大久保－１ Ｈ31～Ｈ35 Ｌ＝90ｍ Ｈ＝20ｍ 10,000

急傾斜地単独事業 － ハザードマップ作成 80
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重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

河川・排水路の整備

建設部

〈土木課〉

４総合支所

〈農林建設課〉

430,280

(421,500)

宮崎 423,580

清武 6,700

集中豪雨等による浸水、冠水等の被害の解消を図るため、河川改修等を実施

するほか、準用・普通河川や雨水幹線の適切な維持管理、排水路の整備に取り

組みます。

また、大淀川や清武川、一ツ瀬川等に設置されている水門等の操作を行い、

災害発生の未然防止に努めます。

○宮崎 382,000

○佐土原 22,600

○田野 4,300

○高岡 14,680

○清武 6,700

河川名等 事業期間 事業概要 事業費

準用河川跡江川改修事業 Ｈ29～Ｈ32 Ｌ＝630ｍ Ｗ＝13ｍ 100,000

準用河川野田川改修事業 Ｈ29～Ｈ33 Ｌ＝660ｍ Ｗ＝9ｍ 80,000

河川維持事業 － 草刈、維持工事等 47,000

雨水幹線維持事業 － 草刈、維持工事等 80,000

排水路新設事業 － 3排水路 Ｌ＝270ｍ 52,000

水門等の操作管理 － 64の水門等 23,000

河川名等 事業期間 事業概要 事業費

河川維持事業 － 草刈、維持工事等 11,000

雨水幹線維持事業 － 草刈、維持工事等 4,000

排水路新設事業 － Ｌ＝25ｍ 4,800

水門等の操作管理 － 22の水門等 2,800

河川名等 事業期間 事業概要 事業費

河川維持事業 － 草刈、維持工事等 3,800

雨水幹線維持事業 － 維持工事等 500

河川名等 事業期間 事業概要 事業費

河川維持事業 － 草刈、維持工事等 3,680

雨水幹線維持事業 － 草刈、維持工事等 1,000

水門等の操作管理 － 42の水門等 10,000

河川名等 事業期間 事業概要 事業費

河川維持事業 － 草刈、維持工事等 2,700

雨水幹線維持事業 － 草刈、維持工事等 3,500

水門等の操作管理 － 6の水門等 500
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重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

地震津波対策

インフラ構想推進

事業

都市整備部

〈都市計画課〉

290

(290)

地震津波に対する安全・安心なまちづくりを推進するため、「宮崎市津波防災

地域づくり推進計画」の進捗管理と国・県への提案・要望活動を行い、国・県・

市が連携して地震津波対策に取り組みます。

救急業務高度化推進

事業

消防局

〈警防課〉

2,600

(2,600)

救急活動に対する医師の指示・指導・助言体制及び事後検証体制を充実させ

るとともに、救急隊員の教育体制を確立し、救命率の向上を図ります。

○主な事業内容

・救急救命士の教育・訓練

・救急関係学会等での研修

・救急事案に対する事後検証

※「救急業務高度化」とは、救命率の向上を目的に、医学的観点から救急

救命士を含む救急隊員が行う救命処置等の質を確保すること。

救命講習普及啓発

事業

消防局

〈警防課〉

2,400

(2,431)

市民に対し、ＡＥＤ・心肺蘇生法及び応急手当法などの救命講習会を実施し、

正しい知識と技術の普及に努め、救命率の向上を図ります。

○主な事業内容

・救命講習用資器材の整備

・救命講習用消耗品の整備

消防職員研修事業

消防局

〈総務課〉

11,200

(9,900)

消防に関する知識や技術の習得と向上のため、消防職員に対して消防大学校

や県消防学校等での研修を行い、資質の向上を図ることで、市民の安全・安心

の確保に努めます。

○主な事業内容

・救急救命士養成研修

・緊急運転士研修

・火薬類取締法研修

救急活動事業

消防局

〈警防課〉

8,000

(7,600)

救急活動に必要な資器材、消耗品等を整備し救急体制の充実強化を図ります。

また、増加する救急需要に対応するため、救急車の効率的な運用に努め、市

民サービスの向上を図ります。

○主な事業内容

・救急用消耗品、資器材修繕、救急救命士賠償保険料

・患者監視装置保守点検等委託、医療廃棄物処理委託

救助活動事業

消防局

〈警防課〉

6,000

(5,800)

人命救助技術と知識を習得した隊員で編成される高度救助隊及び特別救助隊

が使用する施設、資機材などの整備を行うとともに、緊急消防援助隊活動の資

機材及び国際消防救助隊活動の訓練環境を整備します。

また、大規模災害発生時に緊急消防援助隊を迅速に派遣するための体制を整

備し、救助体制の充実強化を図ります。

○主な事業内容

・救助活動及び緊急消防援助隊活動に使用する資機材等の整備

・緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練開催(宮崎県)

・国際消防救助隊活動の訓練環境整備
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重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

火災予防推進事業

消防局

〈予防課〉

2,500

(1,498)

火災予防の重要性を啓発するため、幅広い年齢層を対象に様々な行事を開催

し、各家庭や事業所における防火安全対策を推進します。

また、幼少年消防クラブや自衛消防隊の充実を図るなど、市民、事業所、消

防が一体となった火災予防運動を積極的に展開します。

○主な事業内容

・小学生を対象とした防火ポスターの募集、展示会の開催

・幼年・少年(小中学生)消防クラブや婦人防火クラブと連携した行事の開催

・屋内消火栓操法大会の開催

防火安全管理対策

事業

消防局

〈予防課〉

270

(760)

住宅火災による被害を軽減するため、様々な広報活動を実施し、住宅用火災

警報器の点検率や設置率の向上に努めます。

また、防火対象物の防火管理体制を充実させるため、整備した訓練資機材を

使用した講習会を開催し、市民の防火管理意識の向上に努めます。

○主な事業内容

・住宅用火災警報器の横断幕、のぼり旗等を活用した広報

・防災センター職員等による戸別訪問及び防火対象物への立入検査

・防火管理意識向上のための訓練資機材を有効活用した講習会の開催

○新
国際消防救助隊訓練

運営事業

消防局

〈警防課〉

2,500

海外で発生する大規模災害への派遣に備え、九州地区国際消防救助隊は、隊

員の技術及び知識の向上を図ることを目的に年1回の合同訓練を実施しており、

平成31年度は宮崎市で合同訓練が開催されます。

本訓練を通じ、派遣時の救助活動の効率化を構築するとともに他都市の隊員

との意思の疎通を図ります。

○事業内容

・訓練施設の設置及び移設

※ 国際消防救助隊は、主に人命救助活動を目的として、海外で発生した

大規模災害に派遣されます。

消防車両整備事業

消防局

〈警防課〉

231,000

(59,200)

老朽化した常備消防車両を、高性能で操作性に優れた最新の車両に更新し、

迅速・的確な災害現場活動力の強化に努めるとともに、災害対応力の向上を図

り、安全・安心なまちづくりを推進します。

○事業内容

・はしご付消防ポンプ自動車の整備 201,000

・高規格救急自動車の整備 30,000

防災まちづくり事業

消防局

〈警防課〉

62,000

(62,000)

宮崎 51,850

清武 10,150

地震により上水道施設が被害を受けた場合、消火栓の断水も考えられること

から、消火栓に頼らない消防水利の充実を図るため、耐震性を有した貯水槽を

年次的に整備し、災害に強い安全なまちづくりを推進します。

○事業内容

・耐震性貯水槽の整備

宮崎 5基

清武 1基【新市基本】
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重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

消火栓設置維持

負担金

消防局

〈警防課〉

39,200

(39,950)

宮崎 37,400

清武 1,800

消防水利の充実を図るため、「消火栓に要する経費負担等に関する協議書」に

基づき、上下水道局と協議の上、消火栓の新設、維持補修及び整備を行います。

○事業内容

宮崎 115か所

清武 6か所【新市基本】

広域消防施設整備
事業

消防局

〈総務課〉

14,600

(14,600)

消防体制の充実を図るため、広域消防(国富町及び綾町)に係る施設及び資機

材等を整備します。

○事業内容

・広域の消防活動に使用する機械器具等の購入 10,900

・西部出張所庁舎修繕 500

・西部出張所庁舎工事 3,200

消防緊急情報
システム事業

消防局

〈指令課〉

134,600

(130,400)

119番通報を受信する指令システムは、緊急時に備えて24時間365日稼働す

る必要があるため、定期的な点検・整備、及び適正な維持管理を実施し、迅速・

的確な指令体制の確立を図ります。

○主な事業内容

・ゼンリン地図データ使用、システム維持管理等

消防施設保全事業

消防局

〈総務課〉

42,000

(34,000)

防災拠点である消防庁舎の機能を維持するため、補修・改修等の機能回復工

事を実施し、拠点機能の強化及び消防活動の効率化を図ります。

○事業内容

・庁舎修繕

・耐震診断・耐震補強設計

・屋上防水改修工事

・シャッター改修工事

消防水利整備事業

消防局

〈警防課〉

3,300

(3,500)

宮崎 2,600

清武 700

消防力の充実を図るため、消防活動において重要である防火水槽等の維持管

理を行います。

○事業内容

・防火水槽や標識等の改修工事

宮崎 12か所

清武 3か所【新市基本】

○新
消防訓練施設整備

事業

消防局

〈総務課〉

15,000

消防職員や消防団員が様々な災害を想定した訓練を実施するため、消防局が

管理している霧島五丁目の「防災広場整備予定地」の環境整備を行います。

○事業内容

・造成工事(一部区画の舗装)
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重点項目１－４ 生活基盤の充実

事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

水道事業

上下水道局

【水道事業会計】

14,903,000

(14,598,000)

宮崎 14,572,976

清武 330,024

安全で安心な水道水を供給するとともに、地震災害時においても安定して供

給するため、浄水・配水施設の整備及び配水管等の耐震化・更新を行います。

○建設改良事業費内訳

○主な建設改良事業

宮 崎 幹線管路耐震化事業 822,000

幹線管路耐震化事業（導水管整備） 326,250

継続H31～H33{1,450,000}

経年管更新事業 489,100

東部第二土地区画整理配水管布設工事 47,350

下北方浄水場新系浄水施設整備事業 1,977,000

継続H26～H32{6,000,000}

下北方浄水場脱水処理施設整備事業 8,500

継続H31～H36{1,877,000}

※「宮崎市ＰＦＩ導入の手引き」に基づきＰＰＰ事業

（デザインビルド方式）で行います。

富吉浄水場送水ポンプ設備更新工事ほか 634,815

佐土原 経年管更新事業 78,700

松小路土地区画整理配水管布設工事 4,100

テクノリサーチパーク配水タンク所

加圧ポンプ制御盤更新工事ほか 55,020

田 野 経年管更新事業 89,000

明神原通線配水管布設工事 19,900

田野第１浄水場非常用発電機更新工事ほか 116,015

高 岡 経年管更新事業 73,800

県道日南高岡線外１線配水管布設替工事 8,800

川口浄水場中央送水ポンプ更新工事ほか 44,778

清 武 経年管更新事業 99,200

配水管移設工事（下水道工事等関連） 10,000

清武第３水源地ろ過流量計更新工事ほか 61,500

○収益的支出の主な事業

上水道施設運転管理業務委託 406,788

契約期間 H28～H33

配水管修繕等業務委託 417,000

契約期間 H30～H33

上下水道局料金センター等業務委託 501,400

契約期間 H28～H33

区 分
配水管の耐

震化・更新

浄水施設等

整 備

配水施設等

整 備
合 計

宮 崎 1,497,550 2,706,850 100,615 4,305,015

佐土原 119,140 0 18,680 137,820

田 野 145,415 58,000 21,500 224,915

高 岡 100,597 25,003 1,778 127,378

清 武 136,200 23,900 10,600 170,700

小 計 1,998,902 2,813,753 153,173 4,965,828

営業設備費（量水器、器具備品等） 29,377

合 計 4,995,205
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事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

公共下水道事業

上下水道局

【公共下水道事業

会計】

21,042,000

(22,364,000)

宮崎 19,929,071

清武 1,112,929

快適な生活環境の創出、公共用水域の水質保全及び浸水被害の軽減を図るた

め、下水道事業に取り組みます。

○建設改良事業費内訳(補助・起債単独対象)

○主な建設改良事業

区 分 管渠関連 処理場関連 雨水関連 合 計

宮 崎 1,715,486 1,047,986 417,551 3,181,023

佐土原 11,000 15,760 0 26,760

田 野 22,133 19,468 61,333 102,934

高 岡 22,000 2,000 30,000 54,000

清 武 730,906 9,155 10,222 750,283

計 2,501,525 1,094,369 519,106 4,115,000

宮 崎 下水道総合地震対策 309,010

管渠更生工事ほか 1,504,711

宮崎処理場ほか改築更新 506,920

大淀処理場沈砂池機械設備改築事業

継続H31～H32{216,583} 85,983

大淀処理場管理本館受変電設備改築事業

継続H31～H32{256,250} 77,132

大淀処理場沈砂池外電気設備改築事業

継続H31～H32{255,225} 51,807

中継ポンプ場改築更新ほか 365,188

大塚中継ポンプ場自家発電設備改築事業

継続H30～H31{113,646} 79,556

檍中継ポンプ場流入ゲート改築事業

継続H31～H32{27,388} 20,185

檍中継ポンプ場電気計装設備改築事業

継続H31～H32{363,270} 99,100

防災支援拠点関連管路布設 77,643

本郷・旭地区ほか浸水対策 417,551

佐土原 佐土原処理区汚水準幹線布設 11,000

下水道総合地震対策 5,000

佐土原浄化センター改築更新ほか 10,760

田 野 中央汚水準幹線布設ほか 22,133

下水道総合地震対策 15,640

田野浄化センター改築更新 3,828

中央地区浸水対策 61,333

高 岡 高岡汚水準幹線布設 22,000

中継ポンプ場改築更新 2,000

川原地区浸水対策 30,000

清 武 清武・木原汚水準幹線布設ほか【新市基本】 730,906

中継ポンプ場改築更新ほか 9,155

正手地区浸水対策 10,222
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事 業 名
事業費
(前年度)

説 明 (単位：千円)

工業用水道事業

上下水道局

【工業用水道事業

会計】

24,000

(30,000)

清武 24,000

清武地区の企業2社に工業用水を安定して供給するため、水源地の施設等の

更新を行います。

○主な建設改良事業

・取水ポンプインバータ外更新工事 4,200

・量水器積算記録計更新工事 2,300

農業集落排水事業

上下水道局

【農業集落排水事業

会計】

1,096,000

(1,185,000)

宮崎 972,784

清武 123,216

16地区ある農業集落排水施設の公共下水道への接続検討や計画的な施設更新

を行うことにより、効率的な施設運営に努めます。

○主な建設改良事業

・農業集落排水施設最適整備構想策定 21,000

・農業集落排水施設改築更新工事ほか 23,550
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