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別添資料 

【酒々井町国土強靱化地域計画に係る関連事業一覧】 

○行政機能／警察・消防等 

・公園等愛護活動推進事業 

・コミュニティ活動への支援 

・情報化推進事業 

・広域行政の推進 

○都市基盤 

・町道 02-006 号線道路改良事業 

・町道 02-008 号線道路改良事業 

・町道 01-005 号線道路改良事業 

・町道 02-012 号線（尾上・飯積線）道路改良事業 

・町道 02-008 号線無電柱化事業 

・維持管理による道路維持工事、排水側溝等清掃、道路除草及び街路樹伐採 

・立地適正化計画見直し事業 

・危険コンクリートブロック塀等安全対策事業 

・がけ地近接危険住宅移転事業 

・宅地耐震化推進事業 

・空き家対策 

・宅地開発計画時の指導 

・建築物等計画時の指導 

・鉄道輸送・移動手段の充実 

・バス輸送・移動手段の充実 

・ＪＲ南酒々井駅駅前広場整備事業 

・宗吾参道駅駅前広場整備事業 

・街区公園整備事業 

・総合公園管理事業 

・街区公園管理事業 

・東酒々井配水管布設替工事事業 

・尾上浄水場電気・機械設備更新工事事業 

・取水井電源設備補強工事事業 

・中川２号幹線改修事業 

・上岩橋地先雨水ポンプ場整備事業 

・汚水管布設替事業 

・ストックマネジメント計画策定事業 

・飯積地区下水道整備事業 

・上岩橋地区下水道整備事業 

・尾上地区下水道整備事業 

・本佐倉地区下水道整備事業 

・印旛沼の治水・利水・環境対策等の推進 

・中川調節池整備事業 

・準用河川馬橋川流域対策及び河道改修事業 
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○健康福祉 

・健康診査 

・がん検診 

・予防接種 

・避難行動要支援者登録制度 

○産業経済 

・商工会補助金 

・南部地区の地元協議会 

○生活環境 

・住宅用省エネルギー設備等設置補助金事業 

・防災士育成事業 

・自主防災組織補助金 

・住宅耐震事業 

（木造住宅耐震診断補助金、木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅耐震シェルタ

ー等整備費補助金、耐震相談会の開催、家具転倒防止器具等購入費助成金） 

・防災行政無線管理整備事業 

・消防団事業、消防施設事業 

・防犯ボックス事業 

○教育文化 

・酒々井小学校用地公有地化事業 

・酒々井中学校グラウンド拡張事業 

・学校 ICT 環境整備事業 

・本佐倉城跡保存整備事業 

・文化財保存整備事業 
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【事業の詳細】 
事業名 事業箇所 事業期間 担当部署 

町道 02-006 号線道路

改良事業 

酒々井町上岩橋 平成 27 年度から令和 7

年度 

まちづくり課 

町道 02-008 号線道路

改良事業 

酒々井町上岩橋から中央

台 

平成 25 年度から令和 5

年度 

まちづくり課 

町道 01-005 号線道路

改良事業 

酒々井町印旛沼新田 令和 3 年度から令和 7 年

度 

まちづくり課 

町道 02-012 号線（尾

上・飯積線）道路改

良事業 

酒々井町尾上から飯積 平成 26 年度から令和 7

年度 

まちづくり課 

町道 02-008 号線無電

柱化事業 

酒々井町中央台 令和 2 年度から令和 11

年度 

まちづくり課 

JR 南酒々井駅駅前広

場整備事業 

酒々井町馬橋 令和 3 年から令和 7 年度 まちづくり課 

宗吾参道駅駅前広場

整備事業 

酒々井町下岩橋 令和 3 年から令和 7 年度 まちづくり課 

街区公園整備事業 

 

町内街区公園 令和 3 年度から令和 7 年

度 

まちづくり課 

東酒々井配水管布設

替工事事業 

東酒々井地先 令和 3 年度 

 

上下水道課 

尾上浄水場電気・機

械設備更新工事事業 

尾上地先 令和 3 年度から令和 6 年

度 

上下水道課 

取水井電源設備補強

工事事業 

町内 令和 4 年度から令和 11

年度 

上下水道課 

中川 2 号幹線改修事

業 

東酒々井 1 丁目地先 令和 3 年度 上下水道課 

上岩橋地先雨水ポン

プ場整備事業 

上岩橋地先 令和 3 年度から令和 7 年

度 

上下水道課 

汚水管布設替事業 

 

町内 令和 3 年度から 上下水道課 

ストックマネジメン

ト計画事業 

町内 令和 4 年度から 上下水道課 

飯積地区下水道整備

事業 

飯積地先 令和 6 年度まで 上下水道課 

上岩橋地区下水道整

備事業 

上岩橋地先 令和 3 年度から 上下水道課 

尾上地区下水道整備

事業 

尾上地先 令和 5 年度まで 上下水道課 
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事業名 事業箇所 事業期間 担当部署 

本佐倉地区下水道整

備事業 

本佐倉地先 令和 5 年度まで 上下水道課 

中川調節池整備事業 

 

酒々井町上岩橋 平成 27 年度から令和 7

年度 

まちづくり課 

酒々井小学校用地公

有地化事業 

酒々井小学校 未定 こども課 

酒々井中学校グラウ

ンド拡張事業 

酒々井中学校 未定 こども課 

学校 ICT 環境整備事

業 

町立小中学校 未定 こども課 

 

【事業指標】 

指標 現状値 目標値 

住宅の耐震化率 91％ 95% 

幹線道路の整備率 54%  82% 

異常気象（大雨時）による浸水戸数 26 戸  0 戸 

民生委員・児童委員の活動件数 1,671 件 1,800 件 

避難行動要支援者名簿登録者数 251 人 300 人 

多面的機能支払交付金の活動組織 1 団体 2 団体 

認定農業者数 10 人 12 人 

区・自治会等における自主防災組織の設置数 15 組織 18 組織 

地域防災リーダー（防災士育成事業）の人数 23 名 43 名 

酒々井小学校用地の町所有割合 85% 92% 

公園愛護活動認定団体数 12 団体 20 団体 

学校支援ボランティア参加者数（年間・延べ） 711 人 990 人 

 


