
計画登載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

1 資産管理課 02 総務費 01022400 庁舎管理費
市庁舎設備改修事
業

市庁舎の施設設備の改修を行う 昇降機更新 92,500 92,500 92,500

2 社会福祉課 03 民生費 01031300 ふれあいゾーン管理運営費
ふるさとふれあい
公園改修工事

老朽化が進行しているふるさとふれあ
い公園について，利用者の安全や利
用環境を確保するため，計画的に改
修を行う

アトリエ塗装・修繕工事，バック
ネット新設工事

11,276 11,276 11,276

3 市民協働課 02 総務費 01024900 コミュニティセンター管理費
コミュニティセン
ター設備の計画的
更新

施設の安全性確保や利用者の利便性
向上及び省エネ環境に配慮するため，
計画的に改修工事を実施する

設備の計画的更新等（トイレ改
修工事等）

125,003 128,908 128,908

4 農業政策課 06 農林水産業費 01060800
農業公園湯ったり館管理運
営費

湯ったり館改修事
業

利用者の快適性・安全性の向上と施
設の長寿命化を図るため，老朽化した
設備を計画的に改修する

外壁タイル補修工事，ＬＥＤ照
明工事，濾過機濾材交換，ポ
ンプ類整備等

31,574 32,663 31,667

5 農業政策課 06 農林水産業費 01060900
農業公園農業ゾーン管理運
営費

農業公園交流ター
ミナル改修事業

利用者の快適性・安全性の向上と施
設の長寿命化を図るため，老朽化した
設備を計画的に改修する

外壁・屋根塗装及び建具修繕
工事，LED照明工事

15,784 15,784 15,784

6 施設整備課 08 土木費 01083500 都市公園管理費 公園施設改修事業
市民が安心，安全かつ快適に利用で
きるよう，既存の公園の長寿命化対策
及び計画的な改築・更新を行う

遊具の更新・施設改築 30,000 30,000 30,000

7 施設整備課 08 土木費 01081500 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）

安全な道路環境実現のため，橋梁の
健全性の診断を実施するとともに，予
防的修繕を行うことで，トータルコスト
の縮減に努める

長寿命化計画策定 6,600 6,600 6,600

8 施設整備課 08 土木費 01081500 道路維持補修事業
橋梁の長寿命化修
繕（長さ15ｍ以上）

事故の防止に努めるとともに，大規模
修繕・改修に至らないよう，計画的に
長寿命化を図り，安全な道路環境の
提供に努める

修繕工事 20,000 20,000 20,000

9 施設整備課 08 土木費 01081500 道路維持補修事業
橋梁の定期点検事
業（長さ15ｍ未満）

安全な道路環境実現のため，橋梁の
健全性の診断を実施するとともに，予
防的修繕を行うことで，トータルコスト
の縮減に努める

橋梁の点検 13,200 13,200 39,600

10 施設整備課 08 土木費 01080500 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
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11 施設整備課 08 土木費 01081500 道路維持補修事業 幹線道路除草業務

良好な景観を確保するとともに，歩行
者，運転手等の視界を良好に保つこと
により，交通事故の発生を予防するた
め，幹線道路の除草を行う

幹線道路除草作業 1,000 4,623 1,242

12 施設整備課 08 土木費 01081500 道路維持補修事業 建設機械リース
道路維持，修繕，復旧作業等におい
て，迅速かつきめ細かな対応を図るた
め，建設機械をリースにより確保する

建設機械のリース 2,000 2,489 2,489

13 下水道課 040
農業集落排水
事業特別会計

04010300 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

14 下水道課 030
公共下水道事
業特別会計

03011000 公共下水道改築等事業
佐貫排水ポンプ場
更新工事

ポンプ場設備の維持更新を行うこと
で，排水能力の維持・向上を図り，ゲリ
ラ豪雨や台風などの降雨による道路
等の冠水を防止する

機械設備・電気設備更新工事 138,180 138,180 88,180

15 下水道課 030
公共下水道事
業特別会計

03011000 公共下水道改築等事業
地蔵後中継ポンプ
場更新工事

ポンプ場設備の維持更新を行うこと
で，排水能力の維持・向上を図る

機械設備・電気設備更新工事 21,200 21,200 21,200

16 下水道課 030
公共下水道事
業特別会計

03011000 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等，未然に防止
する

下水道管渠等補修工事 70,000 70,000 120,000

17 下水道課 08 土木費 01082300 準用河川等管理費
準用河川等維持管
理事業

調整池を含む準用河川3路線（八代
川・西大塚川・横田川）及びニュータウ
ン地区界付近の水路などの維持管理
を行う

維持管理 3,000 3,000 3,000

18 下水道課 08 土木費 01082300 準用河川等管理費
排水路維持管理事
業

既存の排水路の土砂等の清掃及び部
分改修を行い，排水能力の維持・悪臭
の防止等を図る

維持管理 3,000 3,000 3,000

19 環境対策課 04 衛生費 01042400 斎場管理運営費 斎場施設改修事業

老朽化が進行する施設設備や耐用年
数経過が見込まれる火葬炉設備を改
修することで，設備の延命化を図り，
安定した運営を行う

葬祭室カーテン交換，地下タン
クFRP内面ライニング修繕

15,480 15,480 3,373

20 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業
小学校施設整備事
業（総量）

各小学校の教育環境の向上を図るた
め，施設の改修・更新を適宜実施する

施設・設備の老朽危険箇所の
改修工事

10,000 10,222 9,927

21 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設整備事業
中学校施設整備事
業（総量）

各中学校の教育環境の向上を図るた
め，施設の改修・更新を適宜実施する

施設・設備の老朽危険箇所の
改修工事

7,000 7,107 6,841
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22 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業

小・中学校施設整
備事業（屋上防水・
屋根改修・外壁防
水・塗装改修）

老朽化等による設備の損傷等につい
て，計画的に改修を行うことで機能回
復を図り，教育環境の向上を図る

屋根防水改修実施設計・工事
（松葉小・大宮小）

60,393 60,426 60,156

23 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設整備事業
中学校施設整備事
業（建具改修）

老朽化等による設備の損傷等につい
て，計画的に改修を行うことで機能回
復を図り，教育環境の向上を図る

建具改修実施設計（城南中・中
根台中・愛宕中・城ノ内中）

2,000 1,383 1,383

24 教育総務課 10 教育費 01103300 小学校施設整備事業
小・中学校施設整
備事業（床張替え）

老朽化等による設備の損傷等につい
て，計画的に改修を行うことで機能回
復を図り，教育環境を改善する

図書室・PC室・視聴覚室床張
替工事（八原小・馴馬台小・城
ノ内小）

3,847 3,845 3,845

25 教育総務課 10 教育費
01103300
01104200

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

小・中学校施設整
備事業（電気設備
改修）

老朽化等による設備の損傷等につい
て，計画的に改修を行うことで機能回
復を図り，教育環境の向上を図る

キュービクル改修実施設計（川
原代小），PAS交換工事（久保
台小・中根台中）

3,500 3,409 3,409

26 教育総務課 10 教育費
01103300
01104200

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

小・中学校施設整
備事業（消防設備
改修・総量）

法定点検等に基づく設備の不具合箇
所等について，計画的に改修を行うこ
とで安全・安心な学校施設を維持する

消防設備改修工事 7,000 6,922 6,680

27 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設整備事業
小・中学校施設整
備事業（エアコン更
新）

良好な教育環境を維持するため，耐
用年数を経過したエアコンの更新を行
い，夏場の学習効果の向上を図る

EHPエアコン更新（中根台中PC
室）

4,050 4,050 4,050

28 教育総務課 10 教育費 01104200 中学校施設整備事業
小・中学校施設整
備事業（給食用昇
降機改修）

老朽化等による設備の損傷等につい
て，計画的に改修を行うことで機能回
復を図り，教育環境の向上を図る

給食用昇降機改修工事（城西
中）

1,800 2,627 2,627

29 教育総務課 10 教育費
01102700
01103300
01103600

小学校管理費
小学校施設整備事業
中学校管理費

小・中学校施設整
備事業（校庭遊具
改修・総量）

老朽化等による設備の損傷等につい
て，計画的に改修を行うことで機能回
復を図り，教育環境を改善する

遊具改修工事・定期点検 6,000 6,765 6,765

30 教育総務課 10 教育費 01102700 小学校管理費
小学校施設整備事
業（八原小）

仮設校舎を設置し，教室数を充足させ
ることで，教育環境の向上を図る

仮設校舎リース 5,418 5,418 5,418

31 教育総務課 10 教育費 01102700 小学校管理費
小学校施設整備事
業（城ノ内小）

仮設校舎を設置し，教室数を充足させ
ることで，教育環境の向上を図る

仮設校舎リース 1,633 1,633 1,633
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32 教育総務課 10 教育費 01103600 中学校管理費
中学校施設整備事
業（城ノ内中）

仮設校舎を設置し，教室数を充足させ
ることで，教育環境の向上を図る

仮設校舎リース 2,878 2,878 2,878

33 生涯学習課 10 教育費 01105900 文化会館管理運営費
文化会館大規模改
修

利用者が安全に安心して施設を利用
できるよう，経年劣化等により老朽化
が進んだ施設・設備等を更新する

非構造部材耐震化工事（実施
設計），駐車場等整備工事

19,191 18,231 18,231

34 生涯学習課 10 教育費 01105700 図書館管理運営費
中央図書館南側駐
車場整備工事

図書館利用者の利便性の向上を図る
ため，駐車場の整備を行う

中央図書館南側駐車場整備工
事

10,000 16,222 16,222

35
スポーツ・国体推
進課

10 教育費 01106600 総合運動公園等管理運営費
たつのこアリーナ
等改修事業

たつのこアリーナ等の施設を常に良好
な状態に保ち，長寿命化を図るため，
計画的な改修を行う

修繕等の実施設計・修繕・防水
工事・電光掲示板保全・スコア
ボード入力システム更新，外野
グラウンド改修，サブアリーナ
天井改修

92,758 91,675 130,134

36
スポーツ・国体推
進課

10 教育費 01106600 総合運動公園等管理運営費
テニスコート改修事
業

利用者が安全に安心して施設を利用
できるよう，老朽化が進んだ人工芝テ
ニスコートを改修する

龍ヶ岡公園テニスコート人工芝
張替工事（2面）

20,196 20,196 20,196

37
学校給食セン
ター

10 教育費 01106700 学校給食運営費
学校給食センター
更新工事（第一調
理場・第二調理場）

安定して給食の提供ができるよう，老
朽化した施設や厨房機器の改修及び
更新を行う

洗浄機・揚物機等大型機械修
理，ボイラー配管等修理，設備
保守・修理

16,000 16,000 15,171

38 議会事務局 01 議会費 01010400 議会事務局費 議場放送設備更新
老朽化した議場放送設備の機器更新
を行うことにより，安定した議会運営を
行う

議場放送設備リース 19,656 19,849 2,291

905,272 919,161 948,076「施設更新」　合計
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