
○中期事業計画 「インフラ整備等」 （H29） 【二次査定】

計画登載額 当初予算要求額 二次査定額

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

1 危機管理室 09 消防費 01025300 消防施設整備事業 消防施設整備事業 老朽化した消防車両の計画的な更新
CD1型消防ポンプ自動
車(2)

40,000 38,837 38,837

2 人事行政課 02 総務費 01001900 非核平和推進事業
非核平和の推進
（中学生の平和推
進事業）

被爆地等の平和祈念式典への中学生派遣の実
施

非核平和推進事業 1,969 2,035 2,035

3 資産管理課 02 総務費 01002900 自動車運行管理費
公用車の購入及び
リース

公用車の順次更新を行い，運行の安全を確保
する

公用車のリース・購入 8,496 11,685 11,685

4 資産管理課 02 総務費 01002900 自動車運行管理費
公用車購入・リース
（市バス車両更新）

市が所有する大型・中型バスは使用年数が20
年を超え，修理の部品調達も困難になってきて
いることから，計画的に車両を更新する

中型バス1台のみの更
新とし，ファイナンス
リースとする

－

5 健康増進課 04 衛生費 01015900 母子保健事業
３歳５か月児健康診
査における視覚検
査の充実

3歳5か月児健康診査で，視能訓練士の参加と
屈折検査の導入による視覚検査の充実を図る

3歳5か月児健康診査
実施及び機器購入

1,356 1,681 1,681

6 健康増進課 04 衛生費 01016200 疾病予防費
ロタ予防接種費助
成事業

予防接種を行うことにより，疾病予防・重症化予
防ができ，医療費削減が期待できる

予防接種の実施 5,177 4,497 4,497

7 健康増進課 04 衛生費 01016200 疾病予防費
小児インフルエンザ
予防接種費助成の
年齢拡充

小児インフルエンザ予防接種費における一部助
成の対象を13歳未満から中学３年生の学年末
（１５歳に達する日以後の最初の３月３１日）まで
に拡充

小児インフルエンザ予
防接種

10,200 11,374 11,374

8 施設整備課 08 土木費 01023950 佐貫3号線整備事業
佐貫3号線整備事
業

若柴地区を整備することで，佐貫駅までのアク
セス向上や地域経済の活性化が見込める

佐貫3号線整備 64,000 60,300 60,300

9 施設整備課 08 土木費 01022900 市道第Ⅱ-7号線整備事業
市道Ⅱ-７号線整備
事業

主要地方道竜ケ崎潮来線と県道佐貫停車場線
のアクセスの向上

主要地方道竜ケ崎潮来
線と県道佐貫停車場線
のアクセスの向上

35,000 35,000 35,000

10 施設整備課 08 土木費 01022850 市道第3-113号線整備事業
市道第3-113号線
道路改良事業

主要道路美浦栄線と板橋町の集落を結ぶアク
セス道路の整備

主要道路美浦栄線と板
橋町の集落を結ぶアク
セス道路の整備

23,000 23,000 23,000

11 施設整備課 08 土木費 01022800 道路改良事業
道路改良事業（総
量）

・道路排水が不良な路線，幅員の狭い路線,また
は路面老朽路線などの改良
・道路改良工事・舗装工事・道路排水設備工事
年間2,000m程度の舗装修繕工事及び,1,000m程
度の道路改良工事を行う。

道路改良事業（総量） 180,000 170,300 170,300

12 施設整備課 08 土木費 01024300 都市公園管理費 公園施設改修事業
既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改
築，更新

遊具の更新・施設改築 30,000 30,000 30,000

平成29年度

※債務負担行為限度額設定：41,903
（平成29年度～平成35年度）

予算計上は平成31年度からの予定

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要
事業内容
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13 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業
橋梁長寿命化修繕
計画策定事業

長さ15m以上の橋梁の損傷程度の評価、健全
性の診断を実施

長寿命化計画策定 6,600 6,600 6,600

14 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業
橋梁の長寿命化修
繕

安全な道路環境を提供できるよう事故の発生や
大規模な修繕・更新に至る前に対策を講じる

１橋分工事 20,000 20,000 20,000

15 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業
橋梁の定期点検策
定事業

５年以内に１回（新設橋は、供用後２年以内に初
回の点検を行う。）実施

橋梁点検業務委託 13,200 13,200 39,600

16 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業 橋梁の修繕
老朽化した橋梁に対して予防的修繕を実施し，
トータルコストを縮減を図る

設計業務委託
（４橋分）

20,000 20,000 0

17 施設整備課 08 土木費 01021500 公共施設維持補修事業
乗用型草刈機の購
入

直営による除草作業を行うことにより，道路の安
全通行の維持及び道路瑕疵事故の防止を図る

乗用型草刈機購入 8,855 8,100 8,100

18 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業
幹線道路除草業務
委託

幹線道路の植樹帯,植樹桝,舗装目地部分の除
草については，人力で肩掛式機械により，作業
を実施

幹線道路除草作業 1,000 4,623 1,242

19 施設整備課 08 土木費 01022600 交通安全施設整備事業
交通安全施設整備
事業

交通危険箇所の解消，交通事故防止などの安
全対策を図る

カーブミラー設置工・
ガードレール設置工・区
画線設置工

14,300 16,200 16,200

20 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業 建設機械リース
建設機械（ショベルカー・バックホウ・ダンプ
カー）リース

建設機械
（リース購入）

2,000 2,489 2,489

21 下水道課 060
農業集落排
水事業特別
会計

06000300 農業集落排水施設管理費
板橋・大塚地区浄
化センター修繕

継続的に設備の更新や修繕を行い，施設の長
寿命化を図る

浄化センター修繕 3,300 3,300 3,300

22 下水道課 030
公共下水道
事業特別会
計

03000950 公共下水道改築等事業
佐貫排水ポンプ場
更新工事

老朽化した施設のため，設備の更新及び修繕
が必要

機械設備・電気設備更
新

138,180 138,180 88,180

23 下水道課 030
公共下水道
事業特別会
計

03000950 公共下水道改築等事業
地蔵後中継ポンプ
場更新工事

長寿命化計画の策定
西部地区の汚水中継ポ
ンプ場機能維持

21,200 21,200 21,200

24 下水道課 030
公共下水道
事業特別会
計

03000950 公共下水道改築等事業
公共下水道改築等
事業

長寿命化計画に基づき，公共下水道の計画的
な維持管理を行い，管渠の破損による道路陥没
事故等の未然防止に努める

維持管理 70,000 70,000 120,000

25 下水道課 030
公共下水道
事業特別会
計

03000900 公共下水道整備事業
公共下水道整備事
業（汚水）

馴馬･長戸･八代地区の管渠整備を推進し、水
洗化を促進する

公共下水道整備(汚水) 60,000 60,000 60,000

26 下水道課 030
公共下水道
事業特別会
計

03000900 公共下水道整備事業
公共下水道整備事
業（雨水）

佐貫地区の雨水対策を行う 工事実施 20,000 20,000 18,000
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27 下水道課 08 土木費 01023100 準用河川等管理費
準用河川等維持管
理事業

準用河川3路線及びニュータウン地区界付近の
水路などの維持管理

維持管理 3,000 3,000 3,000

28 下水道課 08 土木費 01023100 準用河川等管理費
排水路維持管理事
業

既存排水路の土砂等の清掃及び部分改修 維持管理 3,000 3,000 3,000

29 下水道課 08 土木費 01023300 排水路整備事業 排水路整備事業 排水路整備により、冠水・浸水被害を解消する

砂町・大徳地区・羽原
地区・宮渕地区・直鮒・
高砂地区
川崎町護岸改修

23,000 23,000 19,000

30 下水道課 030
公共下水道
事業特別会
計

03000200 下水道事務費
下水道事業公営企
業会計移行業務

平成32年4月までに公営企業会計に移行
管路・処理場・ポンプ場
固定資産価格計算デー
タ入力業務

26,151 37,347 37,347

852,984 858,948 855,967「インフラ整備等」　合計
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