
- 432 -  14款　災害復旧費

（款）14災害復旧費   （項）01公共施設・公用施設等災害復旧費　　（目）01公共施設・公用施設等災害復旧費　　　　　　　 （単位：円）

本庁舎災害復旧事業 947,520 （目標）地震の影響により、本庁舎の附属施設の一部が破損したことから、復旧を行います。 446

【事故繰越し分】

（管財課） （対象）来庁者、職員、庁舎

（手段）庁舎を支障なく使用することができるように、受水槽及び冷暖房配管の修理を行いました。

（単位：円）

内 容

・受水槽修繕工事

（成果）復旧工事を行ったことにより、支障なく庁舎を使用することができました。

栗橋地区道路災害復 15,183,000 （目的）地震の影響により、南栗橋地区内で道路の一部が破損したことから、道路の復旧を行います。 446

旧事業【事故繰越し

分】 （対象）南栗橋近隣住民

(栗橋建設課)

（手段）南栗橋市道の道路災害復旧工事を実施するための測量設計業務を行いました。

（単位：円）

（成果）南栗橋地区の道路災害復旧工事を実施することができ、近隣住民の安全を確保することが出来ま

　　　した。

栗橋地区道路地質調 9,240,000 （目的）東日本大震災により、南栗橋地内において液状化現象が発生したことから、公共施設の適正な維 446

査事業【事故繰越し 　　　持管理が図れるよう、現状の地質を把握します。

分】

（都市計画課） （対象）南栗橋地内

（手段）道路などの公共施設の適正な維持管理が図れるよう、栗橋地区道路地質調査業務委託を実施しま

15,183,000

H23.11.21

東北地方太平洋沖地震に
伴う災害復旧測量・設計
業務委託

災害復旧工事
設計書作成
1式

H23.3.25

南栗橋地内 ～

決算書の
ページ

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事　　業　　名 施工場所 事業内容 工    期 委　託　料

金　　額

498,750

448,770・冷暖房配管修繕工事



　　　した。

（単位：円）

（成果）液状化現象が発生した地域周辺に位置する公共施設内の現況の地盤が確認できることで、適正な

　　　維持管理を図ることができ、更には、結果を公表することにより、被災した住宅の復旧の参考資料

　　　等に活用できました。

栗橋地区宅内排水設 4,158,000 （目的）東日本大震災による宅内排水設備の破損状況等の把握を行うものです。 446

備点検調査事業【事

故繰越し分】 （対象）南栗橋地区において液状化被害の出た地域周辺の家屋

（下水道業務課）

（手段）清掃・TVカメラ調査による点検業務委託を実施するものです。

・業務委託 （単位：円、件）

（成果）震災による宅内排水設備の異常箇所を早期に発見することができました。

り災証明書等交付調 495,000 （目的）東日本大震災に係る、り災証明書発行業務にあたって、適正な調査を行います。 446

査事業

（資産税課） （対象）り災証明書発行に係る調査業務

（手段）り災証明書の調査業務全般について、専門家として建築士の協力を仰ぎ、調査業務を行いまし

　　　た。

　　　　・建築士数　6名

　　　　・日数　延33日間

（成果）調査方法指導、調査票記入指導、同行調査等により、適正なり災調査業務が行えました。

南栗橋被災地域宅内排水設備点検
2,079,000 H23.3.23～H23.4.17 77

調査業務委託（その1）

南栗橋被災地域宅内排水設備点検
2,079,000 H23.3.23～H23.4.17 110

調査業務委託（その2）

業　　　務　　　名 委　託　料 期　　　　間 調　査　数

栗橋地区道路地質調
査業務委託

H23.3.29

～ 南栗橋地内 9,240,000

H23.7.15

業務委託名 履行期間 委託場所 委　託　料
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菖蒲総合支所庁舎災 1,228,500 （目的）東日本大震災により庁舎に被害があったため、修繕工事等を実施し、適切な庁舎管理をします。 446

害復旧事業

（菖蒲総務管理課） （対象）市民、庁舎、職員

（手段）庁舎の修繕工事等を実施しました。

・修繕料

・委託料

（成果）亀裂箇所の補修工事等を実施することにより、庁舎の適正な維持管理ができました。

菖蒲地区市有財産災 1,627,500 （目的）東日本大震災により老朽化した倉庫に被害があったため、解体工事等を実施し、地域住民の安全 448

害復旧事業 　　　を確保します。

（菖蒲総務管理課）

（対象）市民、倉庫

（手段）倉庫の解体工事等を実施しました。

・工事請負費

（成果）倉庫の解体工事等を実施することにより、地域住民の安全が確保できました。

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

（単位：円）

区           分 金　　額 内      容

吹き抜け部装飾壁亀裂調査業務 367,500 庁舎吹き抜け部装飾壁の亀裂及び
浮きの調査

（単位：円）

区           分 金　　額 内      容

庁舎補修工事 861,000 庁舎内外壁部等亀裂等の補修

（単位：円）
金　　額

1,627,500

内　　　容

倉庫の解体(89.1㎡）、敷地の整地
（297㎡）

区　　　　　分

倉庫解体工事



くりの木災害復旧事 97,650 （目的）東日本大震災による設備の修繕工事を実施し、安全の確保をします。 448

業

（障がい者福祉課） （対象）施設内の設備

（手段）設備の修繕工事を実施しました。

・支出額　97,650円

・内容　　壁、床の補修

（成果）設備の修繕工事を実施することにより、適正な環境の確保ができました。

ゆうあい災害復旧事 76,650 （目的）東日本大震災による設備の修繕工事を実施し、適正な環境を確保します。 448

業

（ゆう・あい） （対象）施設内の設備

（手段）設備の修繕工事を実施しました。

・支出額　76,650円

・内容　　トイレ配水管修繕

（成果）設備の修繕工事を実施することにより、適正な環境の確保ができました。

偕楽荘災害復旧事業 262,500 （目的）東日本大地震による被害箇所について、早急に修繕工事を実施し、入所者の安全を確保します。 448

（介護福祉課）　

（対象）養護老人ホーム偕楽荘

（手段）施設の修繕工事を実施しました。

・施設修繕 （単位：円）

（成果）入所者の事故防止と、施設の適正な環境を保全することができました。

区　　　　分 金　　　額 内　　　容

偕楽荘敷地内 262,500 舗装面等のひび割れ、段差の修繕
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保育園災害復旧事業 60,900 （目的）東日本大地震による保育施設の崩壊部分について、早急に修繕工事を実施し、保育園の環境等を 448

（ひまわり保育園） 　　　整備します。

（対象）公立保育園

（手段）公立保育園施設の修繕工事を実施しました。

・施設修繕 （単位：円）

ひまわり保育園

（成果）保育園の環境整備を図ることにより、児童の健全な育成に寄与しました。

保健センター災害復 427,350 （目的）東日本大地震による平板ブロック及び排水管の破損部分について、早急に修繕工事等を実施し、 448

旧事業 　　　来所者の安全を確保します。

（鷲宮保健センター

） （対象）鷲宮保健センター施設

（手段）平板ブロック段差修繕、排水管敷設替工事を実施しました。

・施設修繕 （単位：円）

・工事請負費 （単位：円）

（成果）保健センターの各種事業が、安全に実施できる施設環境が確保されました。

久喜地区道路災害復 14,029,733 （目的）地震により被害を受けた市道の良好な生活環境の再生を行います。 448

旧事業

（道路河川課） （対象）久喜地区全域

平板ブロック段差修繕 70,350 H23.6.6

工　事　名 金　　　額 工　　　期

区　　　分

事　業　名 金　　　額 実　施　日

金　　　額 内　　　容

60,900 玄関框・ホール扇風機・壁修繕

排水管敷設替工事 357,000 H23.5.21～H23.5.24

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



（手段）道路の亀裂や陥没及び橋りょうの応急措置を行いました。

（単位：円）

（成果）市民生活に支障が無いよう、道路や橋りょうの応急措置を完了することができました。

栗橋地区道路災害復 93,942,435 （目的）地震の影響により、南栗橋地区内の道路において、一部が破損したことから、道路の復旧を行い 448

旧事業 　　　ます。

（栗橋建設課）

（対象）南栗橋近隣住民

（手段）南栗橋地区内の市道災害復旧工事を行いました。

（単位：円）

委　託　料

市道久喜2558号線
災害復旧工事

久喜本 舗装工
H23.4.18

～
H23.5.10

1,260,000

事　業　名 施工場所 事業内容 工　期 工　事　費

出来野橋災害復旧
工事

野久喜
橋桁撤去及び右岸
護岸の応急復旧

H23.5.27
～

H23.5.30
2,148,118

市道久喜4201号線
他災害復旧工事

本町8丁目 舗装工
H23.4.15

～
H23.5.10

1,179,967

14,029,733

その他災害復旧工
事

久喜地区全域 災害復旧工事18件 9,441,648

合　　　　　　　　　計

工  事  費

南栗橋地区道路災害復旧
工事（第１工区）

H23.5.27

南栗橋地内 延長　449.3ｍ ～ 26,565,000

H23.8.25

事　　業　　名 施工場所 事業内容 工    期

28,875,000

H23.8.25

南栗橋地区道路災害復旧
工事（第２工区）

H23.6.22

南栗橋地内 延長　550.5ｍ ～
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（単位：円）

（成果）地震で被災した道路の復旧工事を早急に実施することにより、近隣住民の安全を確保することが

　　　出来ました。

　　　　事業費のうち24,990,000円については、南栗橋地区液状化に伴う基準点・境界点の点検及び改測

　　　のため測量費用であり、確認区域が広範囲にわたることから年度内に完了が困難になったため、繰

　　　越明許費により平成24年度予算に繰り越しました。

栗橋地区道路地質調 4,515,000 （目的）東日本大震災により、南栗橋地内において液状化現象が発生したことから、公共施設の適正な維 448

査事業 　　　な維持管理が図れるよう、現状の地質を把握します。

（都市計画課）

（対象）南栗橋地内

（手段）道路などの公共施設の適正な維持管理が図れるよう、栗橋地区道路地質調査業務委託を実施しま

　　　した。

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事　　業　　名 施工場所 事業内容 工    期 工  事  費

南栗橋地区道路災害復旧
工事（第3工区）

H23.6.22

南栗橋地内 延長　410.0ｍ ～ 11,130,000

H23.8.25

12,705,000

H23.8.25

その他小規模工事
宅地等摺付

　　　　119件

H23.7.20

南栗橋地内 ～ 14,667,435

H23.10.31

南栗橋地区道路災害復旧
工事（第4工区）

H23.6.22

南栗橋地内 延長　275.0ｍ ～

H24.8.31

93,942,435

東日本大震災に伴う基準
点・境界点の点検及び改
測業務委託

基準点、境界
点改測　1式

H24.1.4

南栗橋地内 ～

合　　　　　　　　計



（単位：円）

（成果）液状化現象が発生した地域周辺に位置する公共施設内の現況の地盤が確認できることで、適正な

　　　維持管理を図ることができ、更には、結果を公表することにより、被災した住宅の復旧の参考資料

　　　等に活用できました。

栗橋地区公園災害復 3,087,000 （目的）地震の影響により、南栗橋近隣公園内において、園路の一部が破損したことから、園路の復旧 450

旧事業 　　　を行います。

（栗橋建設課）

（対象）南栗橋近隣公園の利用者

（手段）南栗橋近隣公園の改修工事を行いました。

（単位：円）

（成果）南栗橋近隣公園の園路の復旧を行ったことにより、利用者の安全を確保することが出来ました。

栗橋地区宅内排水設 2,541,000 （目的）東日本大震災による宅内排水設備の破損状況等の把握を行うものです。 450

備点検調査事業

（下水道業務課） （対象）平成22年度予算で対応できなかった南栗橋地区、液状化被害の出た地域周辺の家屋

（手段）清掃・TVカメラ調査による点検業務委託を実施するものです。

・業務委託 （単位：円、件）

委託場所 委  託  料

平成23年度栗橋地区
地質調査業務委託

H23.5.2

～ 南栗橋地内 1,890,000

H23.7.15

業　　務　　名 委　託　料 期　　間 調　査　数

南栗橋被災地域宅内排水設備点検
462,000 H23.4.9～H23.5.6 18

調査業務委託（その3）

3,087,000

工 事 費

南栗橋近隣公園改修工事（園路） 南栗橋近隣公園 H23.12.1～H24.2.17

事　　業　　名 施　工　場　所 工　　　　　期

栗橋地区道路地質調
査に伴う付帯業務委
託

H23.7.1

～ 南栗橋地内 2,625,000

H23.8.1

業務委託名 履行期間
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（単位：円、件）

（成果）震災による宅内排水設備の異常箇所を早期に発見することができました。

下水道施設災害復旧 19,666,500 （目的）東日本大震災により被害を受けた下水道施設について復旧工事を行うものです。 450

事業

（下水道施設課） （対象）下水道施設

（手段）災害復旧に係る工事を実施しました。

・工事 （単位：円）

南栗橋12丁目地内下水道管内面補修工事

市道久喜4371号線他汚水人孔蓋嵩下げ工事

市道久喜4116号線他汚水人孔蓋高さ調整工事

市道栗橋1154号線汚水人孔内面補修工事

調査業務委託（その4）
19H23.4.9～H23.5.6462,000

南栗橋被災地域宅内排水設備点検

業　　務　　名 委　託　料 期　　間 調　査　数

南栗橋被災地域宅内排水設備点検
924,000 H23.4.15～H23.5.6 31

調査業務委託（その5）

工 事 名 工　事　費 期 間

13,597,500 H23. 5. 2 ～ H23. 6.30

南栗橋被災地域宅内排水設備点検
693,000 H23.4.15～H23.5.6 30

調査業務委託（その6）

1,050,000 H23. 4.19 ～ H23. 6.30

県道幸手久喜線（五領大橋西側）汚水人孔蓋
高さ調整工事

535,500 H23. 4.22 ～ H23. 5.13

640,500 H23. 4.13 ～ H23. 5. 9

651,000 H23. 4.19 ～ H23. 5.13

市道久喜4116号線他汚水人孔蓋高さ調整工事
に伴う舗装復旧工事

787,500 H23. 4.19 ～ H23. 5.13

県道幸手久喜線（本町浄水場前）汚水人孔蓋
高さ調整工事

693,000 H23. 4.26 ～ H23. 5.20

県道幸手久喜線（五領大橋西側）汚水人孔蓋
高さ調整に伴う舗装本復旧工事

420,000 H23. 6.13 ～ H23. 8.31

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



市道久喜9124号線舗装修繕工事

（成果）下水道施設の機能が回復しました。　

小学校災害復旧事業 3,137,400 （目的）東日本大震災による小学校施設、設備等の破損箇所について、早急に修繕工事を実施し、児童の 450

（教育総務課） 　　　安全を確保します。

（対象）本町小学校、久喜小学校、久喜北小学校の施設、設備

（手段）各小学校施設、設備の修繕工事を実施しました。

・施設修繕 （単位：円）

（成果）小学校施設、設備等の修繕工事を実施することにより、児童の安全が確保できました。

中学校災害復旧事業 3,372,600 （目的）東日本大震災による中学校施設、設備等の破損箇所について、早急に修繕工事を実施し、生徒 450

（教育総務課） 　　　の安全を確保します。

（対象）久喜南中学校、久喜東中学校、菖蒲中学校、栗橋東中学校の施設、設備

（手段）各中学校施設、設備の修繕工事を実施しました。

県道幸手久喜線（本町小学校北側）汚水人孔
蓋高さ調整に伴う舗装本復旧工事

504,000 H23. 6.27 ～ H23. 9.16

合　　　計

久喜小学校

久喜北小学校

学　　校　　名

本町小学校

94,500

3,137,400

陥没箇所舗装工事

事　業　費

766,500

735,000

1,197,000

244,650

99,750

内　　　容

量水器廻り給水管布設替工事

本町小学校排水バルブ交換工事

プール系統給水管布設替工事

ランチルーム漏水修繕工事

小学校消火管漏水修繕工事

157,500 H23. 6.28 ～ H23. 8.22

合 計 19,666,500

県道幸手久喜線（本町浄水場前）汚水人孔蓋
高さ調整に伴う舗装本復旧工事

630,000 H23. 6.21 ～ H23. 9. 9
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・施設修繕 （単位：円）

（成果）中学校施設、設備等の修繕工事を実施することにより、生徒の安全が確保できました。

公民館災害復旧事業 707,700 （目的）東日本大震災で破損した給水管の復旧を行います。 450

（東公民館）

（対象）青葉公民舘

（手段）青葉公民館の給水管修繕工事を実施しました。

・工事 （単位：円）

（成果）青葉公民館の給水管が復旧しました。

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋セン 77,700 （目的）東日本大震災の被害による栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センターの修繕を行います。 450

ター災害復旧事業

（栗橋Ｂ＆Ｇ海洋セ （対象）栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター

ンター）

（手段）栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センタープール給水管の漏水等の修繕工事を行いました。

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センタープール給水管漏水等修繕工事 77,700円

エキスパンジョイント修繕工事

学　　校　　名 事　業　費 内　　　容

青葉公民館給水管
修繕工事

青葉公民館の給水管修繕工事 707,700
H23. 5.1

～
H23. 5.20

久喜東中学校 65,100 屋内運動場消火管漏水補修工事

合　　　計 3,372,600

事 　業 　名
(所 　管　 課)

事　業　名 事　業　内　容 事　業　費 工　期

栗橋東中学校
787,500 エキスパンジョイント修繕工事

997,500 理科室給水管布設替工事

久喜南中学校 472,500 2階通路部エキスパンジョイント金物修繕

菖蒲中学校
262,500 校舎亀裂破損等修繕工事

787,500

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



（成果）修繕工事に実施により、利用者の安全の確保及び快適性の向上が図られました。

南栗橋スポーツ広場 16,949,993 （目的）東日本大震災の被害による南栗橋スポーツ広場の復旧を行います。 450

災害復旧事業

（栗橋Ｂ＆Ｇ海洋セ （対象）南栗橋スポーツ広場

ンター）

（手段）南栗橋スポーツ広場の防球ネット、屋外トイレ、芝地等の設計委託及び復旧工事を行いました。

復旧工事設計業務委託　1,312,500円

防球ネット新設工事　7,264,740円

屋外トイレ復旧工事　5,165,003円

（成果）修繕、復旧工事に実施により、利用者の安全性、利便性の向上が図られました。
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