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別紙２ 施策分野別事業一覧 

 

【住宅・都市】 

（住宅・建築物の耐震対策） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

木造住宅耐震診断員派遣

事業費補助事業 

多賀町 国土交通省 毎年 企画課 住宅・建築物

安全ストック

形成事業 

木造住宅耐震補強案作成

事業費補助事業 

多賀町 国土交通省 毎年 企画課 住宅・建築物

安全ストック

形成事業 

木造住宅耐震改修事業費

補助事業 

多賀町 国土交通省 毎年 企画課 住宅・建築物

安全ストック

形成事業 

民間建築物吹付けアスベス

ト含有調査補助事業 

多賀町 国土交通省 毎年 企画課  住宅・建築物

安全ストック

形成事業 

耐震化セミナーの実施 多賀町 － 毎年 企画課 － 

 

（空き家対策の推進） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

空き家住宅等除却支援事

業 

多賀町 国土交通省 毎年 企画課 空き家対策

総合支援事

業 

空き家・空き地バンク制度運

用 

多賀町  毎年 企画課  

 

（雨水渠、河川水路の整備） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

雨水排水路整備事業 多賀町 国土交通省 令和 6 年度

完了 

地域整備課 下水道事業 

（雨水） 

 

（緊急輸送道路等ネットワークの整備） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

多賀ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰ（上り線） 町 国土交通省 令和４年度完了 地域整備課 道路改築 

   〃  （下り線） 町 国土交通省 令和４年度完了 地域整備課 道路改築 

敏満寺高宮線 町 国土交通省 令和３年度完了 地域整備課 舗装修繕 
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四手多賀北線 町 国土交通省 令和６年度以降

完了 

地域整備課 舗装修繕 

多賀高宮線 町 国土交通省 令和６年度以降

完了 

地域整備課 舗装修繕 

林道事業（多賀町森林整備

計画の「基幹路網の整備計

画」に掲載されている林道

（16路線）） 

町 農林水産省 毎年 産業環境課  

 

（橋梁の長寿命化） 

霜ヶ原高橋 町 国土交通省 令和３年度完了 地域整備課 橋梁修繕 

学校前橋 町 国土交通省 令和６年度以降

完了 

地域整備課 橋梁修繕 

指月橋 町 国土交通省 令和６年度以降

完了 

地域整備課 橋梁修繕 

深谷橋 町 国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度以降

完了 

地域整備課 橋梁修繕 

金屋橋 町 国土交通省 令和６年度以降

完了 

地域整備課 橋梁修繕 

 

（地籍調査の実施） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

地籍調査 町 国土交通省 令和６年度以降

完了 

地域整備課 国土保全 

 

 

（除雪体制の強化） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

融雪剤散布車購入 町 国土交通省 令和３年度完了 地域整備課 雪害対策 
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【産業・経済】 

（企業の支援） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

中心市街地活性化事業 町 ― 毎年 産業環境課  

事業所の事業継続計画策

定支援事業 

町 ― 毎年 産業環境課  

 

（汚水処理施設の防災対策の推進） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

湖東広域衛生管理組合運営

事業 

一部事務組

合 

― 毎年 産業環境課  

 

 

（農地・農業水利施設等の適切な保全管理） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

土地改良施設維持管理事業 団体 農林水産省 毎年 産業環境課  

農業用施設の長寿命化事業 経営体 農林水産省 毎年 産業環境課  

人・農地プラン策定支援事業 町 農林水産省 令和２年度

完了 

産業環境課  

多面的機能支払交付金事業 町 農林水産省 毎年 産業環境課  

中山間地域等直接支払事業 町 農林水産省 毎年 産業環境課  

ため池ハザードマップ作成事

業 

町 農林水産省 毎年 産業環境課  

 

 

（ため池の防災対策の推進） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

ため池ハザードマップ作成事

業 

町 農林水産省 毎年 産業環境課 再掲 

ため池の耐震化対策事業 町 農林水産省 毎年 産業環境課  

 

（山地災害対策の推進） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

里山防災事業 町 ― 毎年 産業環境課  

造林事業（「公益的機能別施

業森林」の区域内において実

施する間伐等の森林整備

団体 農林水産省 毎年 産業環境課  
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（600ha）や湖北森林計画区

内における山地災害危険地

区等の周辺森林において実

施する間伐等の森林整備

（30ha）） 

森林・山村多面的機能発揮

対策事業（里山林をはじめと

する森林の保全管理（35ha）） 

団体 農林水産省 毎年 産業環境課  

 

（災害廃棄物対策の推進） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

災害廃棄物処理計画策定事

業 

町 ― 令和２年度

完了 

  

 

（浄化整備整備補助） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

浄化槽設置整備補助金 多賀町 環境省 
令和４年度

完了 
地域整備課  

 

 

【教育・保育】 

（学校施設大規模改修事業） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

学校施設環境改善交付金 多賀町 文部科学省 

令和４年度

～令和７年

度 

教育総務課  

 

（教育施設新増築事業） 

事業名 事業主体 関係府省庁 事業期間 担当部署 備考 

学校施設環境改善交付金 多賀町 文部科学省 

令和５年度

～令和７年

度 

教育総務課  

 


